
－Ｕ２０・Ｕ１８日本選手権－－Ｕ２０・Ｕ１８日本選手権－－Ｕ２０・Ｕ１８日本選手権－－Ｕ２０・Ｕ１８日本選手権－

（予定）（予定）（予定）（予定）

№1№1№1№1 女子女子女子女子 20202020 やり投やり投やり投やり投 (600ｇ)(600ｇ)(600ｇ)(600ｇ) 8:008:008:008:00 ～～～～ 8:308:308:308:30  9:30 競技開始 9:30 競技開始 9:30 競技開始 9:30 競技開始

№2№2№2№2 男子男子男子男子 20202020 やり投やり投やり投やり投 (800ｇ)(800ｇ)(800ｇ)(800ｇ) 9:459:459:459:45 ～～～～ 10:1510:1510:1510:15 11:15 競技開始11:15 競技開始11:15 競技開始11:15 競技開始

№3№3№3№3 男子男子男子男子 18181818 やり投やり投やり投やり投 (800ｇ)(800ｇ)(800ｇ)(800ｇ) 11:3011:3011:3011:30 ～～～～ 12:0012:0012:0012:00 13:00 競技開始13:00 競技開始13:00 競技開始13:00 競技開始

№4№4№4№4 女子女子女子女子 18181818 やり投やり投やり投やり投 (600ｇ)(600ｇ)(600ｇ)(600ｇ) 13:1513:1513:1513:15 ～～～～ 13:4513:4513:4513:45 14:45 競技開始14:45 競技開始14:45 競技開始14:45 競技開始

№5№5№5№5 女子女子女子女子 20202020 円盤投円盤投円盤投円盤投 (1.000㎏)(1.000㎏)(1.000㎏)(1.000㎏) 15:1515:1515:1515:15 ～～～～ 15:4515:4515:4515:45 16:45 競技開始16:45 競技開始16:45 競技開始16:45 競技開始

（予定）（予定）（予定）（予定）

№1№1№1№1 男子男子男子男子 18181818 円盤投円盤投円盤投円盤投 (1.750㎏)(1.750㎏)(1.750㎏)(1.750㎏) 7:457:457:457:45 ～～～～ 8:158:158:158:15  9:15 競技開始 9:15 競技開始 9:15 競技開始 9:15 競技開始

№2№2№2№2 男子男子男子男子 20202020 円盤投円盤投円盤投円盤投 (1.750㎏)(1.750㎏)(1.750㎏)(1.750㎏) 10:1510:1510:1510:15 ～～～～ 10:4510:4510:4510:45 11:45 競技開始11:45 競技開始11:45 競技開始11:45 競技開始

№3№3№3№3 女子女子女子女子 18181818 ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投 (4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏) 12:3012:3012:3012:30 ～～～～ 13:0013:0013:0013:00 14:00 競技開始14:00 競技開始14:00 競技開始14:00 競技開始

№4№4№4№4 男子男子男子男子 20202020 砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投 (6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏) 14:3014:3014:3014:30 ～～～～ 15:0015:0015:0015:00 16:00 競技開始16:00 競技開始16:00 競技開始16:00 競技開始

№5№5№5№5 女子女子女子女子 20202020 ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投 (4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏) 15:4515:4515:4515:45 ～～～～ 16:1516:1516:1516:15 17:15 競技開始17:15 競技開始17:15 競技開始17:15 競技開始

（予定）（予定）（予定）（予定）

№1№1№1№1 女子女子女子女子 18181818 円盤投円盤投円盤投円盤投 (1.000㎏)(1.000㎏)(1.000㎏)(1.000㎏) 7:457:457:457:45 ～～～～ 8:158:158:158:15  9:15 競技開始 9:15 競技開始 9:15 競技開始 9:15 競技開始

№2№2№2№2 男子男子男子男子 18181818 砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投 (6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏) 8:008:008:008:00 ～～～～ 8:308:308:308:30  9:30 競技開始 9:30 競技開始 9:30 競技開始 9:30 競技開始

№3№3№3№3 女子女子女子女子 20202020 砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投 (4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏) 10:0010:0010:0010:00 ～～～～ 10:3010:3010:3010:30 11:30 競技開始11:30 競技開始11:30 競技開始11:30 競技開始

№4№4№4№4 男子男子男子男子 18181818 ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投 (6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏) 10:3010:3010:3010:30 ～～～～ 11:0011:0011:0011:00 12:00 競技開始12:00 競技開始12:00 競技開始12:00 競技開始

№5№5№5№5 女子女子女子女子 18181818 砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投 (4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏)(4.000㎏) 11:4511:4511:4511:45 ～～～～ 12:1512:1512:1512:15 13:15 競技開始13:15 競技開始13:15 競技開始13:15 競技開始

№6№6№6№6 男子男子男子男子 20202020 ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投 (6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏)(6.000㎏) 12:3012:3012:3012:30 ～～～～ 13:0013:0013:0013:00 14:00 競技開始14:00 競技開始14:00 競技開始14:00 競技開始

※ 20：Ｕ２０種目，18：Ｕ１８種目※ 20：Ｕ２０種目，18：Ｕ１８種目※ 20：Ｕ２０種目，18：Ｕ１８種目※ 20：Ｕ２０種目，18：Ｕ１８種目

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥ 器具の返却は、器具の返却は、器具の返却は、器具の返却は、該当競技終了後より、提出時に発行した「預該当競技終了後より、提出時に発行した「預該当競技終了後より、提出時に発行した「預該当競技終了後より、提出時に発行した「預

かり証」と引き替えにかり証」と引き替えにかり証」と引き替えにかり証」と引き替えに行います。行います。行います。行います。

持ち込み投てき器具の受付について持ち込み投てき器具の受付について持ち込み投てき器具の受付について持ち込み投てき器具の受付について

第１日【１０月２０日（金）】第１日【１０月２０日（金）】第１日【１０月２０日（金）】第１日【１０月２０日（金）】

第２日【１０月２１日（土）】第２日【１０月２１日（土）】第２日【１０月２１日（土）】第２日【１０月２１日（土）】

第３日【１０月２２日（日）】第３日【１０月２２日（日）】第３日【１０月２２日（日）】第３日【１０月２２日（日）】

Ｕ20・Ｕ18別に、Ｕ20・Ｕ18別に、Ｕ20・Ｕ18別に、Ｕ20・Ｕ18別に、各種目の競技開始９０分前から６０分前ま各種目の競技開始９０分前から６０分前ま各種目の競技開始９０分前から６０分前ま各種目の競技開始９０分前から６０分前ま

でででで受け付けます。（上記時間内厳守）受け付けます。（上記時間内厳守）受け付けます。（上記時間内厳守）受け付けます。（上記時間内厳守）

提出できる器具は、別表に記した提出できる器具は、別表に記した提出できる器具は、別表に記した提出できる器具は、別表に記した競技場に無い若しくは１つ競技場に無い若しくは１つ競技場に無い若しくは１つ競技場に無い若しくは１つ

しか無い品番のものしか無い品番のものしか無い品番のものしか無い品番のものです。（事前確認をお願いします。）です。（事前確認をお願いします。）です。（事前確認をお願いします。）です。（事前確認をお願いします。）

「投てき器具検査申請書」に記入のうえ、器具と一緒に提出「投てき器具検査申請書」に記入のうえ、器具と一緒に提出「投てき器具検査申請書」に記入のうえ、器具と一緒に提出「投てき器具検査申請書」に記入のうえ、器具と一緒に提出

することすることすることすること。（検査は受付後に行います。）。（検査は受付後に行います。）。（検査は受付後に行います。）。（検査は受付後に行います。）

合格した器具は、合格した器具は、合格した器具は、合格した器具は、参加競技者共有のもの参加競技者共有のもの参加競技者共有のもの参加競技者共有のものとして使用しますとして使用しますとして使用しますとして使用します

が、競技中における破損等の補償は負えません。が、競技中における破損等の補償は負えません。が、競技中における破損等の補償は負えません。が、競技中における破損等の補償は負えません。

不合格だった器具については、提出されても競技には使用し不合格だった器具については、提出されても競技には使用し不合格だった器具については、提出されても競技には使用し不合格だった器具については、提出されても競技には使用し

ませんませんませんませんのでご承知おきください。（一時的に保管します。）のでご承知おきください。（一時的に保管します。）のでご承知おきください。（一時的に保管します。）のでご承知おきください。（一時的に保管します。）



投 て き 器 具 一 覧 表投 て き 器 具 一 覧 表投 て き 器 具 一 覧 表投 て き 器 具 一 覧 表
-Implements List--Implements List--Implements List--Implements List-

　パロマ瑞穂スタジアム［Paloma MIZUHO Stadium］　パロマ瑞穂スタジアム［Paloma MIZUHO Stadium］　パロマ瑞穂スタジアム［Paloma MIZUHO Stadium］　パロマ瑞穂スタジアム［Paloma MIZUHO Stadium］ （公認１種）（公認１種）（公認１種）（公認１種）

器具 種　　別 メーカー 品　　名 規 格 等 品番 数量 合計

男子(6.000㎏) ニシ[NISHI] 鉄製 　φ117  F291 ６

 Men's

女子用(4.000㎏) ニシ[NISHI] 鉄製 　φ103  F253 ４

 Women's 　φ109  F253C ２

砲金製 　φ 96  F258 ２

男子用(1.750㎏) ニシ[NISHI] スーパーＨＭ 　φ210.5  F334 ３

 Men's スーパー 　φ210.5  F304B ３

 F304 ２

女子用(1.000㎏) ギル[GILL] ホローウッドスター  C716 １

 Women's ﾍﾟｰｻｰ[PACER] ＦＸカーボン 　φ181 NC718 ２

ﾃﾞﾝﾌｨｰ[DENFI] ユルゲンシュルツ 　φ181  C742 １

ニシ[NISHI] スーパーＨＭ 　φ181.5  F333A ３

スーパー 　φ181.5  F303 ２

 F303B ３

男子用(6.000㎏) ニシ[NISHI] 鉄製 　φ116(紫)  F241 ３

 Men's タングステン入 　φ105(緑)  F241A ５

女子用(4.000㎏) ニシ[NISHI] 鉄製 　φ102(桃)  F210 ３

 Women's ダクタイル 　φ 96(青)  F210A ５

男子用(800ｇ) ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ[NORDIC] エアグライダースティール 　flex6.1 NC760A １

 Men's ｵｰﾋﾞｯﾄｽﾃｨｰﾙ(追風用) 　flex6.6 NC761A ２

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾃｨｰﾙ(向風用) 　flex6.4 NC762A １

スーパーエリート８００ 　flex6.8 NC763A ２

スーパーエリートクラシック 　flex7.0 NC764A ２

ネメト[NEMETH] クラブ 　85m  C826 １

ニシ[NISHI] ハイブリッドウィング  F456 １

マイン 　90m  F457 ２

ハイブリッドゲノムＸ NF458 １

スーパーＤＲ 　80～90m  F453E ２

ロングＤＲ 　70～80m  F454E ２

女子用(600ｇ) ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ[NORDIC] ダイアナスティール 　flex6.2 NC771D ２

 Women's ダイアナクラシック 　flex6.8 NC772D ２

ダイアナクラシック 　flex7.2 NC773D ２

ダイアナクラシック 　flex7.7 NC774D ２

ニシ[NISHI] ハイブリッドウィング  F452 １

ハイブリッドゲノムＸ NF466 １

スーパーＤＲ 　70m  F463F ２

ロングＤＲ 　60m  F464F ２

ミディアムＤＲ 　50m  F465F ２

（２０１７年９月３０日現在）

　◎ 競技者の皆様へのお願い ◎

　　 表に無い若しくは１つしか無い品番のものにつき、検査に合格すれば持ち込みでの使用ができます。

　　 なお、やりと棒高跳用ポール以外は、パロマ瑞穂スタジアムへ送付しないでください。
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(財)名古屋市教育ｽﾎﾟｰﾂ協会［Nagoya-city Education and Sports Association］

(財)愛知陸上競技協会［Aichi Association of Athletics］


