令和４年度 北信越高等学校体育大会

第６１回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会
兼 秩父宮賜杯第７５回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北信越地区予選会
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北信越高等学校体育連盟・石川県高等学校体育連盟
(一財)石川陸上競技協会・石川県教育委員会・(公財)石川県スポーツ協会
金沢市教育委員会
石川県高等学校体育連盟陸上競技専門部

令和４年６月１６日（木）１３時００分～
令和４年６月１６日（木）～６月１９日（日）
令和４年６月１９日（日）１５時３０分～（予定）
石川県西部緑地公園陸上競技場
〒920-0361 石川県金沢市袋畠町南 136 TEL 076-267-2411

３ 競技種目

（男子）２１種目
100m・200m・400m・800m・1500m・5000m・110m ﾊ-ﾄﾞﾙ(1.067m)・400m ﾊ-ﾄﾞﾙ(0.914m)
3000m 障害物・5000m 競歩 ・4×100m ﾘﾚ-・4×400m ﾘﾚ走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投（6.0kg 以上）
・円盤投（1.75kg 以上）
ハンマー投（6.0kg 以上）
・やり投（800ｇ以上）
・八種競技
（女子）２０種目
100m・200m・400m・800m・1500m・3000m・100m ﾊ-ﾄﾞﾙ(0.838m)・400m ﾊ-ﾄﾞﾙ(0.762m)
5000m 競歩・4×100m ﾘﾚ-・4×400m ﾘﾚ走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投（4.0kg 以上）
・円盤投（1.0kg 以上）
ハンマー投（4.0kg 以上）
・やり投（600ｇ以上）
・七種競技

４ 競技日程

別紙のとおり

５ 競技規則

2022 年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会申し合わせ事項による。

６ 競技方法
（１）学校対校とし、男子及び女子別の種目得点合計によって順位を決定する。
（２）各種目得点は、１位８点・２位７点・３位６点・４位５点・５位４点・６位３点・７位２点・
８位１点とする。
７ 引率・監督者について
（１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の認める学校
の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」
（学校教育法施行規則第 78 条の
2 に示された者）も可とする。但し、
「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は、各県高体連会長に
事前に届け出る。
（２）監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険（ス
ポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。ただし、各県に規定があり、引率・監督が
この基準により限定された範囲内であればその規定に従うことを原則とする。

８ 参加資格
（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒
であること。但し、休学中・留学中の生徒は除く。
（２）選手は、北信越５県各県高等学校体育連盟に加盟している学校の生徒で、当該競技実施要項によ
り大会の参加資格を得た者に限る。
（３）各県陸上競技協会を経て公益財団法人日本陸上競技連盟に登録された競技者であること。
（４）年齢は、平成１５年（2003 年）４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技３回ま
でとし、同一学年での同一競技出場は１回限りとする。
（５）チームの編成において、全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒による混成は認めない。
（６）複数校合同チームの大会参加は原則として認めない。但し、統廃合の対象となる学校について
は、統廃合完了前の２年間に限り、合同チームによる大会参加を認める。
（７）転校・転籍後６ヶ月未満の者は参加を認めない。
（外国人留学生もこれに準ずる）但し、一家
転住などやむを得ない場合は、各県高体連会長の認可があればこの限りでない。
（８）出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び所属する各県高体連会長
の承認を必要とする。
（９）参加資格の特例
ア）上記（１）
・
（２）に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満たすと判断
され、県高体連会長が推薦した生徒について、全国高校総体開催基準要項の「大会参加資格の別
途に定める規程」に従い大会参加を認める。
イ）上記（４）の但し書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一
競技３回までとする。
（１０）その他、北信越高等学校体育連盟大会参加規定に準ずる。
９ 参加制限
（１）出場は、各種目とも各県予選会の６位までの入賞者とする。但し，走高跳・男子棒高跳について
は、各県予選会の６位までの入賞者６名とする。5000m 競歩、男子八種競技、女子七種競技、女子三
段跳、女子ハンマー投については各県予選会の４位までの入賞者とする。女子棒高跳については各
県予選会の４位までの入賞者４名とする。
（２）１種目１校３名以内とする。但し、リレーは１校１チーム６名以内とし、同一人は３種目以内(リ
レーは除く)とする。
（３）外国人留学生については、１校男女共に４名以内とし、１種目１校１名の出場とする。
（この種目
にはリレ－も含む）但し、リレ－に出場する場合は個人種目と合わせて、男女共に１校最大４種目
とする。
10 全国大会出場資格
（１）出場は、各種目とも本大会６位までの入賞者とする。ただし、走高跳・男子棒高跳については、
６位までの入賞者６名とする。
（２）5000m 競歩、女子三段跳、女子ハンマー投については４位までの入賞者とする。女子棒高跳につ
いては４位までの入賞者４名とする。
（３）男子八種競技・女子七種競技は、３位までの入賞者に加えて、各地区予選会の４～６位までの入
賞者から上位者５位（地区予選会記録順）とする。
11 参加申込
（１）出場校の申込責任者は、(一財)石川陸上競技協会のホームページにアクセスし、参加申込書類の
様式をダウンロード後、必要部数を複写し、参加申込書を作成すること。ただし、押印コピーは不
可とする。
（２）各県委員長は、以下（３）の参加申込書類をとりまとめ、
（４）の申込先へ簡易書留またはレター
パックで送付すること。
（３）申込書類（アスリートビブスは各県の割当番号の範囲で各県委員長が記入すること）
ア）県別参加選手ならびに役員参加申込書
１通（様式１）
イ）各県予選会成績表（８位まで記入のもの）
男女各１通

ウ）各県予選会プログラム
１部
エ）参加料・プログラム代金納入明細書
１通（様式４）
オ）学校別アスリートビブス一覧表
１部（様式６）
カ）データ入力済みＵＳＢメモリー
１個
（データは６月１日（水）までに送信すること。送信先 s49513@ishikawa-c.ed.jp）
キ）混成走高跳 跳び始め調査 。ハンマー左投 調査
１通（様式７）
※ ア） ～ キ）については各県の委員長が作成のこと。
ク）学校長の参加申込書
男女各１通（様式２）
ケ）競技者個人申込票
（様式３Ａ）
コ）リレー申込票
（様式３Ｂ）
サ）学校別宿泊申込書
２通（様式５）
シ）納入金明細書
１通（様式８）
※ ク） ～ シ）については参加各学校で作成し、各県の委員長に提出のこと。
（４）申込先
〒921-8517 石川県金沢市泉野出町 3-10-10 石川県立金沢泉丘高等学校内
令和４年度北信越高等学校陸上競技大会事務局
木村 哲也 宛
TEL 076-241-6117
FAX 076-245-5253
Mail s49513@ishikawa-c.ed.jp
（５）申込期限
電子データ 令和４年６月１日（水） 必着
書
類 令和４年６月２日（木） 必着
12 参 加 料

１人２，０００円（開催県指定の振込先に各県委員長が振り込むこと）

13 表
彰
（１）男子・女子とも総合優勝校には北信越高体連優勝旗、第２位校には準優勝杯、第３位校には３位
杯を授与する。トラック・フィ－ルド部門優勝校には優勝杯を授与する。リレー優勝校には優勝杯
を授与する。
（いずれも持ち回り）
（２）男子総合・女子総合、及びトラック・フィ－ルド部門の第１位～第３位には賞状を授与する。
（３）男子・女子とも各種目第１位～第８位には賞状を授与する。
（４）前年度、男子総合優勝校及び女子総合優勝校にはレプリカを贈る。
14 宿
泊
（１）大会参加者（選手・付添）の宿泊申込みは各県で取りまとめ一括して申込むこと。各県委員長は
北信越高等学校陸上競技大会事務局（石川県立金沢泉丘高等学校内）に６月２日（木）までに申込
むこと。
（２）宿泊料金は、１人１泊２食 Ａ:１１，０００円（税込） Ｂ：９，３５０円（税込）とする。
（３）宿舎が決定次第、出場校に連絡する。
（４）宿泊および昼食弁当の詳細については、宿泊要項による。
15 諸 会 議
（１）大会役員・委員長会議
（２）競技力向上委員長会議
（３）監督会議

令和４年６月１６日（木）１０時００分～（大会議室）
令和４年６月１６日（木）１１時００分～（会議室）
令和４年６月１６日（木）１２時１５分～（会議室）

16 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
（１）当競技会にあたっては、スポーツ庁が定める新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン、全
国高体連が定める最新の大会開催時における新型コロナウイルス感染拡大防止等に関する基本方
針ならびに、
（公財）日本陸上競技連盟が定める最新の「陸上競技再開のガイダンス」の「競技開
催について」と本大会開催基本方針の基、感染防止に最大限注意を払った上、できる限り感染リ
スクを軽減させた競技会の運営に努める。また、関係団体の基本方針等の更新に当たり、要項等
の変更がある場合がある。

（２）主催者は当該競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負わない。
（３）提出書類等により取得した個人情報は感染予防対策を目的としてのみ利用する。また、保健所・
医療機関等の第三者への情報を提供する場合がある。
（４）取得した個人情報は大会終了後１カ月保管する。保管期間を過ぎた当該情報は、適正かつ速や
かに廃棄する。
（５）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記のことに留意すること。
① 練習中や競技中以外はマスクを着用すること。
② こまめに手洗い・洗顔または手指の消毒を行う。
③ ３密回避行動を心がける。
④ 以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせる。
・体調がよくない場合(発熱、咳、咽頭痛、味覚・臭覚障害などの症状)
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡
航または当該在住者との濃厚接触がある場合
※ その他、競技役員等からの指導・協力依頼があった場合は、ご理解ご協力をお願いします。
17 連絡事項
（１）競技中の疾病傷害などの応急処置は主催者側において行うが、その後の責任は負わない。なお、
参加者は健康保険証を持参すること。
（感染症対策として内科的処置は行わない事とする）
（２）引率責任者は、選手のすべての行動に対して責任を負うものとする。
（３）アスリートビブスは主催者側で作成し、受付時に各校へ配布する。
各県番号割当ては次の通り
新潟 １～２００
長野 ２０１～４００
富山 ４０１～６００
石川 ６０１～８００ 福井 ８０１～１０００
（４）受付は、西部緑地公園陸上競技場ロビー内にて下記の時刻で行う。
６月１６日（木）１０：００～１７：００
６月１７日（金）～１９日（日） ７：３０～１７：００
（５）開場時間は、６月１６日（木）１０：００、６月１７日（金）～１９日（日）は７：００とする。
（６）競技用具の使用は競技場に備え付けられたものに限る。但し、棒高跳のポールは除く。なお、棒
高跳ポールの保管場所として競技場内医務室前通路を使用してもよい。
（７）練習場所と時間については事前に送付する。割当て時間を厳守すること。特に投てき練習につい
ては、各学校監督が付添い安全に十分注意すること。
（８）駐車場及び場所取りに関しては別紙（石川陸上競技協会ホームページ）を参照すること。
（９）前年度大会で優勝旗・杯等を授与された学校は、開始式までに返還すること。
（10）主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、公益財団法人日本陸上競技連盟個人情報保護方
針に基づき取り扱う。なお、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録
発表、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。
（11）本大会の様子をライブ配信する場合は、参加申込みをおこなった時点で、ライブ配信にも承諾し
たと見なします。万が一、承諾できない場合は、大会本部に報告願います。
《問い合わせ先》
〒921-8517 石川県金沢市泉野出町 3-10-10 石川県立金沢泉丘高等学校内
令和４年度北信越高等学校陸上競技大会事務局
木村 哲也 宛
TEL 076-241-6117
FAX 076-245-5253
※問い合わせは、午前９時～午後３時迄とする（土日・祝日は除く）

