
１．全体概要

1-1．日時 ： 2017年12月17日(日)　9:00～13:00

1-2．場所 ： 学校法人大和学園　聖セシリア総合運動場　

1-3．イベント ： ・大運動会

・餅つき＆食事(一家族500円)
　→ お椀、お皿、お箸、飲み物をご持参ください
・じゃんけん大会

1-4．全体スケジュール ：

集合  7:30 コーチ集合
 8:00 食事お手伝い保護者集合
 8:30 スクール生・一般保護者集合

開会式  8:40～ 朝礼、概要説明、集合写真撮影、体操
イベント１  9:00～10:40 大運動会
食事  9:55～12:10 餅つき＆食事
イベント２ 12:10～12:40 じゃんけん大会
閉会式 12:40～13:00 校長挨拶

会長挨拶
手締め／閉会

親睦会 14:00～16:00 ・百味鮮
　住所:大和市中央5-14-2　
　電話:046-261-6128
・学年代表・副代表、コーチ、大和クラブ



２．イベント

2-1(1)．大運動会 -プログラム-

時　間 競　技 担　当 備　品

 9:00～ ① 朝一からガチ!? ～徒競走～
 (25分) 　　　　　　　　・・ 幼児 50M走 勝又 ピストル、ゴールテープ

・ １～２年生 50M走 各学年チーフ
・ ３～４年生 100M走
・ ５～６年生 100M走  
・ 中学生以上 200M走

 9:25～ ② 3人仲良くフロントロー ～台風の目～
 (10分) ・ 男性保護者、コーチ 石見・小西・勝又 ピストル

 カラーコーン４個
ロープ

 9:35～ ③ どした？何さがしてる？ ～借り物競争～
 (20分) ・ 幼児～小2と該当保護者、コーチ 佐藤(隆) ピストル、ゴールテープ

  → 借り物競争終了次第、餅つき ジュニアコーチ 机２台、お題プレート

 
 9:55～ ④ みんな舞妓さん？それともバカ殿？ 吉川

　　　　　　　　　　　　 　～マシュマロ探し競争～
 (15分) ・ 小3～４年生、該当保護者、コーチ ５・６年コーチ ピストル、ゴールテープ

＊必ず小麦アレルギー確認のこと  机２台、トレー
マシュマロ・小麦粉

10:10～ ⑤ ラプラヤパン争奪！ ～パンくい競争～ 鈴木(哲)
 (20分) ・ 小5～6年生、中学生、該当保護者、コーチ 幼児～２年コーチ ピストル、ゴールテープ

バー、パン100個
　

10:30～ ⑥ つっぱり稽古じゃありませんっ！～大玉転がし～ 石見
 (10分) ・女性保護者 各学年チーフ ピストル、ゴールテープ

紅白玉、紅白ハチマキ
10:40終了  

2-1(2)．大運動会 -準備品-

備　品 数　量 担　当

ピストル 1丁 石見

パン 100個程度 石見→小原
バークリップ付き(パンくい競争) 1本 石見

ゴールテープ 1本 石見
ロープ 適量 石見

借り物お題プレート 55枚程度(48名/10組) 佐藤(隆)
マシュマロ 100個程度(65名/11組) 桜井

紅白玉 紅白各々1個 石見
紅白ハチマキ　＊無ければ不要 紅白各々10本 石見

三角コーン 4個 スクール備品
トレー(バット) 4枚 スクール備品

小麦粉 8袋 桜井
机(借り物競争・マシュマロ探し競争) 2台 スクール備品



2-1(3)．大運動会 -プログラム詳細-

① 朝一からガチ!? ～徒競走～　[幼児～ジュニア]  

《レイアウト》

《対　象》 ＊参加人数に応じて、組の人数調整をお願いします。

↑上記は大和所属人数

《担　当》

《備　品》

人　数 組　数 概算時間 備　考
幼児 15 名 3 組

7分
50m

４～5名／組

14分
100ｍ

４～5名／組

小4 21 名 4 組
小5 20 名

小1 9 名 2 組
小2 14 名 3 組

4 組
小6 15 名 2 組
中１ 16 名 2 組

小3 15 名 3 組

合計 150 名 27 組 25分

役　割 担　当

4分
200ｍ

5～8名／組
中２ 10 名 2 組

中３ 15 名 2 組

備　品 数　量
ピストル 1丁
ゴールテープ 1本

スターター 石見
ゴールテープ 小西・勝又
スタート地点 組整列 各学年担当チーフコーチ

本部

小3～小6 100mスタート

整列係り→学年チーフ

幼児～小2 50mスタート

ジュニア 200mスタート

整列係り→学年チーフ

ゴール

ゴールテープ→小西・勝又

スターター→石見



② 3人仲良くフロントロー　～台風の目～　[男性保護者、コーチ]

《レイアウト》

《対　象》 ＊参加人数に応じて、組の人数調整をお願いします。(端数調整のため重複疾走可)

《担　当》

《備　品》

人　数 組　数 概算時間 備　考

小西チーム 30 名 10 組
10分 3名／組

10分

役　割 担　当
スターター 石見

勝又チーム 30 名 10 組

合計 60 名 20 組

ピストル 1丁
三角コーン 4個
ロープ 適量

各チーム3列整列・人数調整 小西・勝又
見本プレー 小西・勝又・佐藤(隆)

備　品 数　量

本部

小西チーム

勝又チーム

スターター→石見



③ どした？何さがしてる？～借り物競争～　[幼児～２年生と該当保護者、コーチ]

《レイアウト》

《対　象》 ＊参加人数に応じて、組の人数調整をお願いします。

《担　当》

《備　品》

人　数 組　数 概算時間 備　考
幼児 15 名 3 組 8分

4～5名／組

＊該当保護者は生徒をフォロー

合計 48 名 10 組 20分

役　割 担　当

小１・小２ 23 名 5 組 10分

コーチ 10 名 2 組 2分

お題プレート補充 ジュニアコーチ
ゴールテープ ジュニア２名

備　品 数　量

スターター・フォロー 佐藤(隆)
スタート地点 組整列 ジュニアコーチ
生徒お助け 該当保護者

机(お題置き場) 2台

ピストル 1丁
ゴールテープ 1本
借り物お題プレート 55枚程度(48名/10組)

本部

お題置き場

お題プレート補充→ジュニアコーチ

ゴール

ゴールテープ→ジュニア2名

スタート

スターター→佐藤(隆)

整列係り→ジュニアコーチ

生徒お助け→該当保護者

机

机



④ みんな舞妓さん？それともバカ殿？ ～マシュマロ探し競争～　[3～4年生、コーチ、保護者]

《レイアウト》

《対　象》 ＊参加人数に応じて、組の人数調整をお願いします。

《担　当》

《備　品》

人　数 組　数 概算時間 備　考
小３・小４ 36 名 8 組 11分 5～6名／組

必ず小麦アレルギーを確認することコーチ・保護者 15 名 3 組 4分

スターター 吉川
スタート地点 組整列 5・6年コーチ
マシュマロ補充 5・6年コーチ

合計 51 名 11 組 15分

役　割 担　当

ゴールテープ 1本
マシュマロ 100個程度(51名/11組)
小麦粉 8袋

ゴールテープ 5・6年コーチ

備　品 数　量
ピストル 1丁

トレー(バット) 4枚
机(マシュマロトレー置き場) 2台

本部

マシュマロトレー置き場

マシュマロ・小麦粉補充→5・6年コーチ

ゴール

ゴールテープ→5・6年コーチ

スタート

スターター→吉川

整列係り→5・6年コーチ

机

机



⑤ ラプラヤパン争奪！ ～パンくい競争～ [5年生～6年生、ジュニア、コーチ、保護者]

《レイアウト》

《対　象》 ＊参加人数に応じて、組の人数調整をお願いします。

↑パンの残量に応じて、コーチ・保護者参加人数調整

《担　当》

《備　品》

人　数 組　数 概算時間 備　考
小５・小６ 35 名 7 組 9分

6～7名／組ジュニア 41 名 6 組 8分

コーチ・保護者

役　割 担　当
スターター 鈴木(哲)
スタート地点 組整列 幼児～2年コーチ

12 名 2 組 3分

合計 88 名 15 組 20分

ピストル 1丁
ゴールテープ 1本
パン 100個程度

パン補充 幼児～2年コーチ
ゴールテープ 幼児～2年コーチ

備　品 数　量

バー(クリップ付き) 1本

本部

パンつるし場

パン補充→幼児～2年コーチ

ゴール

ゴールテープ→幼児～2年コーチ

スタート

スターター→鈴木(哲)

整列係り→幼児～2年コーチ



⑥ つっぱり稽古じゃありませんっ！～大玉転がし～ [女性保護者]

《レイアウト》

《対　象》  ＊参加希望が多ければ増員＊参加人数に応じて、組数の増減調整数をお願いします。

《担　当》

《備　品》

紅組 10 名 5 組
10分 2名／組

白組 10 名 5 組

人　数 組　数 概算時間 備　考

スターター 石見
スタート地点 組整列 ヘッドコーチ
ゴールテープ ヘッドコーチ

合計 20 名 10 組 10分

役　割 担　当

紅白玉 紅白各々1個
紅白ハチマキ 紅白各々10本

備　品 数　量
ピストル 1丁
ゴールテープ 1本

本部

ゴール

ゴールテープ→ヘッドコーチ

スタート

スターター→石見

整列係り→ヘッドコーチ



2-2(1)．じゃんけん大会 -役割-

時　間 競　技 担　当 備　品

12:10～ ① じゃんけん大会[スクール生、兄弟姉妹]
 (30分) ・仕切り 白土・田中(真) 景品

・景品渡し 小西 ロープ
・じゃんけん傘 飯森 じゃんけんボード
・じゃんけんボード 有志コーチ3名 じゃんけん傘
・ロープ 有志コーチ4名

12:40終了

2-2(2)．じゃんけん大会 -準備品-

備　品 数　量

じゃんけんボード グー、チョキ、パー スクール備品
じゃんけん傘 グー、チョキ、パー スクール備品

担　当

景品 適量(予算内) 石見
ロープ 2本 スクール備品



3. 会場レイアウト

運動会

倉庫

食事

提供

会場

ブルーシート

（食事場所）

テニスコート
野球場

倉庫

調
理

お雑煮

薬味

餅

テーブル

テーブル

餅つき

会費受付

お雑煮

調
理

×
立入禁止


