平成 29 年度 第 70 回 南空知中体連
空知陸上競技協会

陸上競技大会 開催要項

１．主

催

南空知中学校体育連盟

２．後

援

岩見沢市

３．主

管

岩見沢市中学校体育連盟

４．期

日

平成２９年 6 月 8 日（木曜日）

５．会

場

岩見沢市東山公園陸上競技場 （岩見沢市総合公園 4 番地

６．種

目

岩見沢市校長会

岩見沢市教育委員会

岩見沢市体育協会

岩見沢市陸上競技協会

岩見沢市立緑中学校

予備日 ６月 9 日（金曜日）

開始式 ８：３０

競技開始 ９：３０

TEL 0126－25－1827）

男子（１３種目）
１００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投（５㎏）
四種競技＜①１１０ｍＨ②砲丸投（４㎏）③走高跳④４００ｍ＞ ※＜ ＞は競技順
＊１年生１００ｍをオープン種目で設ける 各校２名以内
女子（１０種目）
１００ｍ ２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ ４×１００ｍＲ
走高跳 走幅跳 砲丸投（２．７２１㎏）
四種競技＜①１００ｍＨ②走高跳③砲丸投（２．７２１㎏）④２００ｍ＞
※＜ ＞は競技順
《備 考》 （１）ハードルは次の規格で行う。
男 子･･････１１０ｍＨ 個数１０台
高さ 0.914ｍ
インターバル 13.72ｍ―9.14ｍ･･14.02ｍ
女 子･･････１００ｍＨ 個数１０台
高さ 0.762ｍ
インターバル 13.00ｍ―8.00ｍ･･15.00ｍ

７．参加資格
(１) 北海道中学校体育連盟に加盟する中学校に在籍する生徒。
(２) 南空知中学校体育大会への出場資格を得、学校長が出場を認めたものとする。
(３） 年齢は、平成 14 年４月２日以降に生まれたものに限る。ただし、それ以外の生徒が参加を希望する場合は、その年
度の大会申し込み時までに南空知中学校体育連盟に申し出たもの。
(４) 参加生徒の引率及び、監督は、校長・教員とする。その他、外部指導者(コーチ)は、校長が認め登録されたもの。
(５) 参加者は大会運営上必要なプログラム、掲示板への氏名、所属、学年の掲載について了承するものとする。
８．競技規則

２０１７年(公財)日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項及び申し合わせ事項による。

９．競技方法

（１） 予選、準決勝、決勝の組み合わせ抽選は、主管団体が行う。
（２） 各種目、各校２名以内。１人の出場種目はリレーを除き２種目以内とする。
（３） リレーの出場は単一学校の生徒で編成され、男女ともそれぞれ１チームとする

10．ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ

11．表

彰

12．申し込み

ナンバーカードおよび取り付けの安全ピンは主催者が用意する。尚、跳躍競技者は糸での取り付けが安全
上望ましい。よく見えるように、胸部と背部につける。但し、走高跳・棒高跳の選手は片側だけでよい。また、
走幅跳の選手は胸に付けるだけでよい。
（１）男女、個人共に３位まで賞状を授与する。
（２）男女リレーの優勝校には優勝カップを授与する（持ち回り）。
＊ 個人種目の表彰は行いません。競技終了後、本部へ取りに来てください。

平成２９年 5 月２６日（金）１７：００必着のこと
《申 込 書》 参加校は空知陸上競技会ＨＰより申し込みフォームをダウンロードする
空知陸協のＨＰアドレス http://www8.plala.or.jp/sorachi-rikkyou/
《送付書類》 大会参加申し込み一覧表 （同時に下記アドレスまで申し込みフォームを送信すること）

※送信の際はファイル名を 17 南空中体連申込（○○中） に変更してください。
注） （○○中）は申し込み中学校名
《送 付 先》 〒068-0829 岩見沢市北本町西２丁目２－１
岩見沢市立緑中学校内（ＴＥＬ 0126-22-0669）
南空知中体連陸上競技大会事務局
清水 信彦 宛て
E-mail アドレス jonny43simmy18@yahoo.co.jp
13．その他
（１) 競技要項及び諸注意は、事前に選手に徹底しておくこと。
（２）派遣審判員の報告のない出場校は、監督の先生を指名させていただきます。
（３）正面スタンド前は通行禁止にする。
（４）競技進行上、競技開始時間等に多少の変更もあり得るので、アナウンスを聞き漏らさないよう注意すること。
（５）競技場の出入りについてはゲートを利用し、柵を乗り越えての出入りは絶対してはならない。
（６）各学校で出たゴミは、持ち帰るようにしてください。
14．第４５回北海道中学校陸上競技大会への参加について
（１）会
場
帯広の森陸上競技場 （帯広市）
（２）会
期
平成２９年７月２８日（金）～３０日（日）
（３）参加資格
全道大会の出場権は、本大会で、１位になった者と、下記標準記録を突破した者または、通信陸上大会
で標準記録を突破した者とする。
（４）申込み先
南空知中体連陸上競技専門委員
柴 田
諒 （岩見沢市立光陵中学校）
〒068-0827 岩見沢市春日町１丁目１０番３７号

(tel 0126-22-0037)

（５）参加標準記録
<平成２９年度＞
男 子

女 子

１００M

１１“９０

１３“３５

２００M

２４“５４

２８“１５

４００M

５６“４５

８００M

２‘１３“００

２‘３２“００

１５００M

４‘３３“５０

５‘１７“００

３０００M

９‘５７“５０

１１０MH

１７“８４

１００MH

（６）そ の 他

１７“３０

走 高 跳

１ｍ６５

１ｍ４０

棒 高 跳

２ｍ８０

走 幅 跳

５ｍ７０

４ｍ６５

砲 丸 投

１０ｍ３０

９ｍ５０

四種競技

１７５０点

１８７５点

４×１００MR

４７“７０

５４“００

全道大会への申し込み関係書類は、当日大会終了後に大会本部にてお渡しします。
申し込み締め切りは ６月２８日（水）１６：００ にさせていただきます。
通信陸上大会後、時間があまりありませんが、期日厳守にご協力をお願いいたします。

15．個人情報の取り扱いについて
・大会参加者の氏名、所属、学年は大会運営上必要なプログラム、掲示板、ホームページへ掲載するために利用す
る。
・選手の生年月日は、年齢を確認するために利用する。
・引率者または監督の連絡先は大会運営のため、緊急を要する場合に利用する。

競技注意事項
この大会は２０１７年度（財）日本陸上競技連盟競技規則により実施する。
１．招 集
① 競技者係の位置は、１００Ｍスタートの後方付近におく。（予定）
② 招集はすべて競技者係の指示に従う。招集開始時刻～終了時刻は次の通り。
トラック
競技開始時刻 30 分前～15 分前
フィールド 競技開始時刻 40 分前～25 分前
③ 招集に遅れたものは出場を認めない。
④ 招集完了後、勝手に招集場所を離れてはいけない。移動は競技者係の指示に従うこと。
⑤ 招集方法・・・競技者係のところへ行き、自分の出場種目・組・レーン（試技順）・Ｎｏ．・名前を告げる。２種目出場者
で競技時間が重なる競技者は、あらかじめ２種目とも受付を完了し係の指示にしたがって行動すること。
⑥ リレーのオーダー用紙は、競技開始１時間前までに競技者係に提出する。（オーダー用紙は競技者係の所にある）
⑦ トラック競技の出場者は召集の際、競技者係より腰ナンバーカードを借り受け、ランニングパンツの右腰やや後方
に取り付ける。レース終了後は速やかに、必ず競技者係に返却すること。
２．レーン・競技順
① プログラム記載の上から下への番号順とする。ただし四種競技は種目ごとに試技順が違うのでプログラム及び掲
示板で確認すること。
② トラック競技の準決勝・決勝のレーン順、及びフィールド競技、決勝の試技順は番組編成員で公平に抽選し掲示
板に掲示する。
３．トラック競技
①トラック競技のプラスアルファで同タイムがでた場合は 1000 分の 1 秒単位で判定し、決定する。それでも判定不明
の場合は本部で抽選する。
②写真判定のため腰ナンバーカードを利用するが、リレーの場合第４走者のみとする。
③リレー競技において、ブルーラインの使用を認める。
④不正スタート 1 回失格を適用する。但し、混成競技はこのとおりではない。
⑤スタートのコールは英語で行う。（位置について⇒Ｏｎ your mark 用意⇒Ｓｅｔ）
４．フィールド競技
① 走高跳・・・バーの上げ方は次の通りである
男子 練習 １Ｍ３０ １Ｍ３５～１Ｍ６５まで ５㎝ それ以降 ３㎝
女子 練習 １Ｍ１０ １Ｍ１５～１Ｍ４０まで ５㎝ それ以降 ３㎝
② 棒高跳・・・バーの上げ方は次の通りである。
参加選手のベスト記録を考慮し、バーの上げ方を決定する。
③ 四種競技・・・バーの上げ方は次の通りである
男子 練習 １Ｍ１５ １Ｍ２０～１Ｍ５０まで ５㎝ それ以降 ３㎝
女子 練習 １Ｍ０５ １Ｍ１０～１Ｍ３０まで ５㎝ それ以降 ３㎝
５．競技について
① 競技者・監督といえども、その競技に参加するもの以外は競技場内に入ることはできない。
② 短距離走では競技者の安全のため、フィニッシュライン通過後も自分のレーンに沿って走り、前後左右の安
全を確認しレーンを出ること。
③ リレー競技のマーカーは１ヵ所とし、主催者が準備したものを使用する。使用したマーカーはそのチームで
処理すること。
④ 棒高跳びの競技者は自分の希望する支柱の位置を練習のときに担当審判員に申し出ること。
⑤ 抗議については、競技規則 146 条に従って行う。

６．競技用具について
棒高跳のポール以外の競技用具は全て主催者が用意したものとする。
７．競技者用スパイクについて
スパイクピンの長さは９ｍｍ以下とする。ただし、走高跳は１２ｍｍ以下とする。スパイクピンは鋭利なものは使用で
きない。
８．その他
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

競技要項及び諸注意は、事前に選手に徹底しておくこと。
派遣審判員の報告のない出場校は、監督の先生を指名させていただきます。
正面スタンド前は通行禁止にする。
競技進行上、競技開始時間等に多少の変更もあり得るので、アナウンスを聞き漏らさないよう注意すること。
競技場の出入りについてはゲートを利用し、柵を乗り越えての出入りは絶対してはならない。
各学校で出たゴミは、持ち帰るようにしてください。
全道大会の出場権は、本大会で、１位になった者と、別紙標準記録を突破した者または、通信陸上大会で標準記録
を突破した者とする。
⑧ 競技者としての自覚を持ち、見苦しい服装や態度をとらないこと。
⑨ ランニングパンツの下からはみ出るようなスパッツは使用しない。但し、はみ出していない場合や、ハーフパンツ
やスパッツだけを着用することは許される。

全道大会の受付は閉会式終了後、管理棟内で行います。出場権を獲得した学校の監督は忘れずに
必要書類を受け取りに来てください。

