
【Day1】８/３（金） 【Day2】　８/４（土） 【Day3】　８/５（日）

■午前の部 ■午前の部

10:00 男子 砲丸投 予選 10:00 男子 100m 予備予選 11:00 女子 マラソン 決勝 重友・木﨑・尾崎

10:05 女子 100ｍＨ 七種競技 10:05 女子 走幅跳 七種競技 ■午後の部

10:25 女子 三段跳 予選 10:20 女子 棒高跳 予選 我孫子 19:00 女子 400mＨ 予選 久保倉

10:40 女子 100ｍ 予備予選 10:35 男子 400ｍ 予選 金丸 19:05 男子 走高跳 予選

11:15 男子 400ｍＨ 予選 岸本・中村・舘野 11:35 女子 3000ｍＳＣ 予選 19:35 女子 三段跳 決勝

11:15 女子 走高跳 七種競技 11:40 女子 やり投 七種競技・Ａ組 19:45 男子 100ｍ 準決勝

11:20 男子 ハンマー投 予選Ａ組 室伏 12:30 男子 100ｍ 予選 江里口・山縣 20:15 男子 1500ｍ 準決勝

12:00 女子 400ｍ 予選 12:55 女子 やり投 七種競技・B組 20:20 男子 ハンマー投 決勝

12:45 男子 ハンマー投 予選Ｂ組 ■午後の部 20:40 男子 400ｍ 準決勝

13:00 男子 3000ｍＳＣ 予選 17:00 男子 20ｋｍ競歩 決勝 鈴木・藤澤・西塔 21:10 女子 400ｍ 決勝

19:00 男子 400ｍＨ 準決勝 21:25 男子 3000ｍＳＣ 決勝

19:00 女子 砲丸投 七種競技 19:30 女子 円盤投 決勝 21:50 男子 100ｍ 決勝

19:05 女子 100ｍ 予選 福島 19:35 女子 100ｍ 準決勝

19:10 男子 円盤投 予選Ａ組 19:55 男子 走幅跳 決勝

19:50 男子 走幅跳 予選 20:05 女子 400ｍ 準決勝

20:05 男子 1500ｍ 予選 20:35 女子 800ｍ 七種競技

20:30 男子 砲丸投 決勝 21:15 男子 10000ｍ 決勝 佐藤

20:35 女子 円盤投 予選Ｂ組 21:55 女子 100ｍ 決勝

20:45 女子 200ｍ 七種競技

21:25 女子 10000ｍ 決勝 吉川・新谷・福士

【Day4】　８/６（月） 【Day 5】 ８/７（火） 【Day6】 ８/８（水）

■午前の部 ■午前の部 ■午前の部
10:00 男子 円盤投 予選Ａ組 10:00 女子 やり投 予選Ａ組 （海老原） 10:00 女子 ハンマー投 予選Ａ組
10:05 女子 100ｍＨ 予選 木村 10:10 男子 110ｍＨ 予選 10:00 男子 棒高跳 予選 山本（聖）
10:45 女子 砲丸投 予選 10:45 男子 三段跳 予選 10:10 男子 100ｍ 十種競技 右代
10:50 男子 800ｍ 予選 横田 10:55 女子 5000ｍ 予選 新谷・吉川・福士 10:45 男子 5000ｍ 予選 佐藤
11:25 男子 円盤投 予選Ｂ組 11:25 女子 やり投 予選Ｂ組 （海老原） 11:10 男子 走幅跳 十種競技 右代
11:45 女子 1500ｍ 予選 11:50 男子 200ｍ 予選 高瀬・飯塚・高平 11:25 女子 ハンマー投 予選Ｂ組

■午後の部 ■午後の部 11:35 女子 800ｍ 予選
19:00 女子 棒高跳 決勝 19:00 男子 走高跳 決勝 12:50 男子 砲丸投 十種競技 右代
19:15 女子 砲丸投 決勝 19:05 女子 走幅跳 予選 ■午後の部
19:20 女子 200ｍ 予選 福島 19:15 女子 100ｍＨ 準決勝 18:00 男子 走高跳 十種競技 右代
20:15 女子 400ｍＨ 準決勝 19:45 男子 円盤投 決勝 19:05 男子 やり投 予選Ａ組 （ﾃﾞｨｰﾝ・村上）
20:45 男子 400ｍＨ 決勝 19:55 男子 800ｍ 準決勝 19:15 男子 110ｍＨ 準決勝
21:05 女子 3000ｍＳＣ 決勝 20:25 女子 200ｍ 準決勝 19:45 女子 1500ｍ 準決勝
21:30 男子 400ｍ 決勝 21:00 女子 100ｍＨ 決勝 20:05 女子 走幅跳 決勝

21:15 男子 1500ｍ 決勝 20:10 男子 200ｍ 準決勝
20:35 男子 やり投 予選Ｂ組 （ﾃﾞｨｰﾝ・村上）
20:45 女子 400ｍＨ 決勝
21:00 女子 200ｍ 決勝
21:15 男子 110ｍＨ 決勝
21:30 男子 400ｍ 十種競技 右代

【Day7】　８/９（木） 【Day8】　８/１０（金） 【Day9】　８/１１（土）

■午前の部 ■午前の部 ■午前の部
9:00 男子 110ｍＨ 十種競技 右代 競技なし 9:00 男子 50ｋｍ競歩 決勝 山崎・森岡・谷井

9:45 女子 走高跳 予選 ■午後の部 ■午後の部

9:55 男子 円盤投 十種競技 右代 19:00 男子 棒高跳 決勝 17:00 女子 20ｋｍ競歩 決勝 大利・渕瀬・川崎
11:45 男子 4×400ｍＲ 予選 日本チーム 19:10 女子 4×400ｍＲ 予選 19:00 女子 走高跳 決勝
12:55 男子 棒高跳 十種競技 右代 19:35 女子 ハンマー投 決勝 19:20 男子 やり投 決勝

■午後の部 19:45 男子 4×100ｍＲ 予選 日本チーム 19:30 男子 5000ｍ 決勝
18:30 男子 やり投 十種競技・A組 （右代） 20:05 女子 5000ｍ 決勝 20:00 女子 800ｍ 決勝
19:20 男子 三段跳 決勝 20:40 女子 4×100ｍＲ 決勝 20:25 女子 4×400ｍＲ 決勝
19:30 女子 800ｍ 準決勝 20:55 女子 1500ｍ 決勝 21:00 男子 4×100ｍＲ 決勝
19:40 男子 やり投 十種競技・Ｂ組 （右代） 21:20 男子 4×400ｍＲ 決勝
20:00 男子 800ｍ 決勝
20:20 女子 4×100ｍＲ 予選 日本チーム 【Day10】　８/１２（日）
20:55 男子 200ｍ 決勝
21:00 女子 やり投 決勝 ■午前の部
21:20 男子 1500ｍ 十種競技 右代 11:00 男子 マラソン 決勝 藤原・山本（亮）・中本
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