令和 3 年度 第７3 回南空知中学校陸上競技大会 開催要項
第４８回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
１．主 催

南空知中学校体育連盟 空知陸上競技協会

2．主 管

岩見沢市中学校体育連盟 岩見沢市陸上競技協会 岩見沢市立清園中学校

3．後 援

岩見沢市 岩見沢市教育委員会 岩見沢市校長会 岩見沢市スポーツ協会

４．期 日

令和 3 年 ６月 １０日（木） 予備日 ６月 １１日（金）
開始式 8 時 45 分 競技開始 ９時３０分 （予定）

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 TEL 0126－25－1827）

６．種 目

◇ 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（5kg）
四種競技【 ①110mH ②砲丸投（4kg） ③走高跳 ④400m 】
※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（2.721kg）
四種競技【 ①100mH ②走高跳 ③砲丸投（2.721kg） ④200m 】
◇ 備考 ◇
ハードルは次の規格で行う。
名称

個数

高さ

インターバル

男子

110mH

10 台

0.914m

13.72m ー 9.14m … 14.02m

女子

100mH

10 台

0.762m

13.00m ー 8.00m … 15.00m

走高跳のバーのあげ方については次の通りとする。ただし，天候その他の条件により変更するこ
ともある。
練習

試技

男子

1m35

1m40 から 5cm ずつ ， 1m55 から 3cm ずつ

女子

1m10

1m15 から 5cm ずつ ， 1m30 から 3cm ずつ

四種競技・走高跳のバーのあげ方については次の通りとする。ただし、天候その他の条件により
変更することもある。
練習

試技

男子

1m25

1m30 から 5cm ずつ ， 1m50 から 3cm ずつ

女子

1m05

1m10 から 5cm ずつ ， 1m30 から 3cm ずつ

棒高跳のバーのあげ方については、参加選手のベスト記録を考慮し決定する。

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で南空知中学校体育大会への出
場資格を得て，学校長が出場を認めた生徒。
（２）年齢は，平成１８年４月２日以降に生まれた生徒。ただし，それ以外の生徒が参加を希望する場
合は，その年度の大会申込時までに南空知中学校体育連盟に申し出る。
（３）参加生徒の引率・監督は，校長・教員・部活動指導員とする。その他，外部指導者(コーチ)は校
長が認め登録されたものとする。監督・引率者は，部活動の指導中の暴力などにより任命権者
または学校設置者から懲戒処分を受けていない者であること。外部指導者は校長から暴力等
による指導措置がないこと。
（４）参加者は大会運営上必要なプログラム，ホームページへの氏名・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

２０２１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・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名以内の出場とし，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．アスリートビブス

アスリートビブスは空知陸上競技協会主催大会で購入したものを使用する。申込の際にアスリート
ビブスのナンバーを記載すること。申込の際にアスリートビブスのナンバーの記載がない場合は，ア
スリートビブス及び取り付けの安全ピンは主催者が用意することとする。
よく見えるよう胸部と背部に付けるが，走高跳・棒高跳・走幅跳の選手はどちらか片側だけで良い

１１．表 彰

（１）男女・個人ともに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・団体とも表彰は行わないので，競技終了後，管理棟入口へ取りに来ること。

１２．申 込

令和３年５月２4 日（月）１6 時００分 必着のこと
◇申 込 書◇
◇送付書類◇

◇送 付 先◇

参加校は空知陸上競技協会ＨＰより申込ファイルをダウンロードする
空知陸上競技協会ＨＰ http://www8.plala.or.jp/sorachi-rikkyou/
「大会参加申込書」（男女別）を印刷・押印し，下記事務局に送付または持参す
るとともに，申込ファイルをメールに添付して下記へ送信する
〒０６８－０８３３ 岩見沢市志文町 927 番地 5
岩見沢市立清園中学校内 南空知中体連陸上事務局 川原田 慎 あて
ＴＥＬ ０１２６－２２－４８５９
メールアドレス

１３．そ の 他

kawaharada_seien@yahoo.co.jp

（１）開催要項及び後日示される競技注意事項は，事前に選手に徹底しておくこと。
（２）正面スタンド前は，監督・選手ともに通行禁止とする。
（３）正面スタンド両サイドの芝生に，テントを張ることはできない。
（４）競技進行上，競技開始時間等に変更も有り得るので，場内アナウンスに注意すること。
（５）競技場の出入についてはゲートを利用し，柵や土手を越えての移動はしないこと。
（６）参加する各学校より，審判員２名の派遣をお願いします。監督との兼務も可能ですが，審判業
務中は生徒への指導にあたれない場合がありますのでご理解ください。
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。

１４．第５2 回北海道中学校陸上競技大会への参加について
（１）会 場
（２）期 日

帯広の森陸上競技場 （帯広市南町南 7 線 56 番地 7）
令和３年７月２7 日（火）～２8 日（水）

（３）参加資格

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，通信陸上空知大会で下記標準記録を突破した者とする

（４）申 込 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１０-３７ ＴＥＬ ０１２６－２２－００３７

（５）参加標準記録
男子

女子

100ｍ

11 秒 75

13 秒 20

200m

24 秒 20

27 秒 60

400m

55 秒 50

800m

2 分 12 秒 00

1500m

4 分 32 秒 00

3000m

9 分 55 秒 00

100mH
110mH
（６）そ の 他

男子

女子

走高跳

1m61

1m42

棒高跳

2m60

走幅跳

5m80

4m75

2 分 30 秒 00

砲丸投

10m30

10m00

5 分 12 秒 00

四種競技

1,850 点

1,980 点

4×100mR

47 秒 20

53 秒 30

16 秒 50
17 秒 50

申込関係書類は，南空知中体連終了後に，大会本部にてお渡しします。
申込締切は ６月 30 日（水）１６時００分 にさせていただきます。
通信陸上終了後，時間がありません。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
（１）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，ホームページへ掲載するた
めに利用する。
（２）選手の生年月日は，年齢を確認するために利用する。
（３）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のみ利用する。
16．新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防等について
（１）参加者は，（公財）日本中学校体育連盟の全国中学校体育大会実施上の COVID-19 感染
拡大予防ガイドライン及びにスポーツ庁，（公財）日本陸上競技連盟などが作成している新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関するガイドラインを遵守し，大会に参加すること。
（２）大会事務局としても可能な限り感染防止対策を徹底した上で大会準備や大会運営に努める
が，参加者も大会期間中は各種ガイドラインに基づき，感染予防に努めること。
（３）参加者は，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，申込ファイルにある「体調管理チェッ
クシート」(大会前)と「施設利用者受付名簿」（大会前）を当日朝受付に提出すること。
また，競技会終了後は申込ファイルにある「体調管理チェックシート」（大会後）を記入・保管し
体調不良等があれば大会事務局に連絡すること。
（4）チームや選手の出場停止等，新型コロナウイルス感染症の感染予防のために主催者が決めた
措置については，主催者の指示に従い，遵守すること。
（5）今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって，国や北海道などから大会開催につい
ての指導・助言があった場合や，開催自治体などが当該地域において大会を開催することが
難しいと判断した場合は，主催団体において大会の開催について改めて協議したり，大会要項
を変更することがある。
（6）新型コロナウイルス感染症等の対策として，レース直前，競技者に検温を求めることがある。感
染拡大の可能性がある場合，主催者が出場を認めないこともありうる。

