
第 3５回全国小学生陸上競技交流大会県北地区予選会要項 

１．主 催   県北陸上競技協会 ・ (公財)福島県都市公園・緑化協会 

２．後 援   福島市教育委員会 ・ 福島民報社 

３．協 賛   日清食品ホールディングス株式会社 

４．主 管   県北陸上競技協会 

５．会 場   とうほうみんなのスタジアム(県営あづま陸上競技場) 

６．日 時   令和 元 年 ６ 月 ２ 日 (日) 受付開始  午前７時３０分 ～ 

                       監督会議  午前８時１５分 ～ 

                       開 会 式  午前８時５０分 ～ 

                       競技開始  午前９時３０分 ～ 

７．種 目 

種   別 男    子 女    子 

リレー 男女混合４×１００ｍＲ 

 

 

個人種目 

男子 ５年１００ｍ 女子 ５年１００ｍ 

男子 ６年１００ｍ 女子 ６年１００ｍ 

男子コンバインドＡ 女子コンバインドＡ 

（８０ｍＨ・走高跳） （８０ｍＨ・走高跳） 

男子コンバインドＢ 女子コンバインドＢ 

(走幅跳・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投) (走幅跳・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投) 

友好種目 

 

男子１００ｍタイム 

トライアル 

女子１００ｍタイム 

トライアル 

       (注) 友好種目男女１００ｍは，リレーメンバーでエントリーして予選・決勝を 

通して１度も走る機会のなかった競技者にのみ参加資格が与えられ，表彰は 

ないが記録証の対象とします。 

８．参加資格及び条件 

 (１) 競技者は，小学校５・６年の年齢に該当する児童とする。 

 (２) 各団体のリレーの出場チーム数及び個人種目の出場人数は制限しない。 

 (３) 出場種目は，１人１種目とする。（リレーも１種目と数える。したがって，リレーに

エントリーした競技者は，他の種目に出場できない。ただし，リレーメンバーから外れ

た競技者は，１００ｍタイムトライアルには出場できる。） 

 (４) リレーメンバーの編成については，次の通りとする。 

  ① 県大会，全国大会ともに，本大会のメンバーを変更，追加して出場することはでき

ない。（本大会，県大会，全国大会とも同じメンバーでなければならない。） 

  ② 男女各１名の補欠を加え６名のメンバーでエントリーすることを原則とする。 

（４名ないし５名のエントリーでは，１名の棄権により全員が出場できなくなる。 

タイムトライアルにも出場できない。全国大会も 6 名でのエントリーになって 

いる。） 

 (５) 出場申込をする団体は，必ず１名以上の指導者をつけること。 

９．競技規則  2019 年度(公財)日本陸上競技連盟競技規則に準ずるが，児童である年齢

を考慮して教育的配慮と指導のもとに競技を行う。 



 

10．競技方法 

（１）競技参加者は、オールウェザー用のスパイク又はシューズを使用する。（スパイクピン 

の長さは，トラック競技・走幅跳が９㎜以内，走高跳・ジャベリックボール投が 12 ㎜以内で， 

本数は 11 本以下，先端は４㎜以下とする。） 

（２）トラック競技 

  ① スタート合図は、イングリッシュコールとする。(オン・ユア・マーク：位置について、 

セット：用意) 

  ② トラック競技のスタートは，クラウチングスタートを原則とするが，スタンディン

グスタートも認める。同じ競技者が２回不正スタートをしたとき、その競技者を失格

とし、オープン参加として走らせる。 

  ③ リレー競走(男女混合４×100ｍＲ)は、男女各２名で編成し、走順は自由とする。 

  ④ リレー競走のテイクオーバーゾーンは、基準線から手前 20ｍ前方 10ｍの合計 30ｍ 

   で、次走者(第 2・3・4 走者)は、ゾーンの中から走り出さなければならない。 

  ⑤ リレー競走に出場する競技者のユニフォームは、原則としてチームの全選手同じ 

デザインとする。ただし、男女による型の違いは認める。 

  ⑥ リレー競走のエントリー者のうちリレー競走に出場しない競技者は、友好種目に 

   出場することができる。 

  ⑦ 80ｍＨは、ハードルの高さ 70 ㎝、ハードル間７ｍ、ハードルの台数９台、スター 

トから第１ハードルまで 13ｍ、最終ハードルからフィニッシュまで 11ｍとする。 

  ⑧ 100ｍ、４×100ｍＲでは、予選をタイムレースで行い、上位８名(８チーム)で決勝 

   を行う。 

（３）フィールド競技 

  ① 走高跳の跳び方は、「はさみ跳び」とし，足裏からマットに着地しなければならな 

い。背，腰から落下した場合は，無効試技とする。  

  ② 走高跳の試技は、自分の申告した高さ(申込書の記載欄に入力。80 ㎝以上)から試 

技を開始し、同じ高さを２回失敗した時点で終了とする。バーの上げ方は、５㎝刻み 

を原則とする。 

  ③ 走幅跳、ジャベリックボール投の試技は、２回とする。(ジャベリックボール投は 

２連投とする。) 

  ④ ジャベリックボール投の助走距離は、15ｍ以内とする。 

  ⑤ ジャベリックボール投の試技は、ボール本体を持ち、オーバーハンドスローで投げ 

   る。羽根だけを持って投げることは禁止する。 

（４）コンバインド競技 

  ① コンバインド競技は、次の順序で実施する。 

   コンバインドＡ：８０ｍＨ，走高跳  コンバインドＢ：走幅跳、ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

    ② 各種目の得点は、「JAAF 小学生混成競技得点表(2019)」による。 

  ③ 80ｍＨ、走幅跳における風速は、得点および順位には影響しない。 

  ④ 100 点以下の記録は、全て 100 点とする。 

  ⑤ スタートまたは試技を行い、(80ｍＨにおけるオープン参加時の記録)、記録なし、 

   失格の場合は、50 点(参加点)とする。 

  ⑥ スタートまたは試技を行わない場合は、棄権とし、０点とする。 



  ⑦ 最初の種目で棄権した競技者は、２種目には出場できない。 

  ⑧ ２種目の合計点で順位を決定する。合計得点が同点の場合は、同順位とする。 

 (５) ナンバーカードは，各団体のものを使用し胸と背につける。申込書には，そのナン 

バーを記入すること。（ナンバーカードは，主催者では準備しない） 

  (６) リレーオーダー用紙は、各ラウンド第１組招集開始時刻の１時間前までに、招集所 

に提出する。（予選のオーダー用紙提出時に、タイムトライアル１００ｍに出場する競 

技者名の記入を忘れない。）  

    

11．申込方法及び申込先・申込期限 

 (１) 所定の申込用紙(申込一覧表のみ、個票は使用しない)に必要事項を記入し，下記宛

に E-mail にて送付すること。(他の方法では受付けない) 

 (２) 申込宛先 E-mail アドレス frk-saitoh66＠tbz.t-com.ne.jp 

(３) 申込期限 令和 元 年５月１8 日（土）必着 

 (４)チーム名が６文字以上の団体は、申込一覧表に５文字以内のチーム名略称を必ずご記

入ください。プログラムには略称で記載します。 

 (５) 申込書の不足分はコピーしてお使いください。他形式のものは使用しないこと。 

 （６）申込書の書式は、変更しないこと。変更した場合は、受け付けません。 

 

12．参加料及び送付方法 

 （１）参加料は，リレー１チーム４０００円，個人種目１人１０００円とする。 

 （２）参加料は，下記の口座に振り込んでください。現金等では取り扱いいたしません

のでご注意ください。なお，振込手数料は，申込団体で負担してください。 

        振込人名義は、チーム名にして下さい。 

 （３）参加料振込先  東邦銀行 本店営業部 

            普通預金 ３７１００８６ 

            福島陸上競技協会 小学校担当理事 梅津道夫 

 （４）金融機関発行の振込金領収証をもって，参加料の領収書に代えます。 

 

13．表彰及び県大会出場資格 

 （１）各種目８位までの入賞者・チームには，賞状を授与する。 

 （２）３位までの入賞者・チームには、メダルを授与する 

 （３）参加者全員に記録証を授与する。 

 （４）本大会で上位 10 位までのチーム・個人は，県大会の出場資格を得る。 

 

14．その他 

 （１）県大会は，７月 7 日（日）にとうほうみんなのスタジアムで開催される。 

 （２）県大会の優勝競技者(チーム)は，全国大会の出場資格を得る。 

 （３）全国大会は，8 月 10 日（土）に，神奈川県（日産スタジアム）で開催され，出場

する指導者(3 名)及び選手(14 名)の旅費・宿泊費は，主催者が負担する。 

 （４）県大会の準優勝競技者(チーム)は，８月 17 日(土)に開催される北海道道南陸協主

催による「東日本小学生陸上交流大会（北海道 函館市）」の出場資格を得る。 



 （５）80ｍＨ、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投は、種目ごとに、全国大会出場者

を除いた競技者の中で最も優秀な成績の競技者とする。リレーを除く単独種目のみ、 

   ３位の競技者は自費で参加することができる。         

 （６）東日本小学生陸上交流大会の「男女５,６年 1500ｍ」の選考は、６月１日（土）に

田村市陸上競技場で開催される「福島県中・長距離記録会」で行う。希望者は、福島

陸上競技協会ホームページ専用参加申込書をダウンロードし、期限内(5/18～5/28)

にメールにて申し込む。申込アドレス(idaten.fukushima@gmail.com) 

 （７）当日の競技日程は、プログラム編成後、５月 25 日(土)までに、県北陸協ホームペ

ージに掲載いたします。 

 

15. ウォーミングアップ 

（１）ウォーミングアップは，補助競技場(サブトラック)で行ってください。使用にあた

っては，指導者の引率のもと事故等がないように十分注意してください。 

（２）ウォーミングアップ中は，補助競技場のトラック・フィールド内に保護者や応援の

方が入らないようにご指導ください。 

 

16．お願い 

   (１) 申込人数が男女合わせて 10 名以上の団体は，競技役員１名を出してください。 

    （申込一覧表の競技役員欄に必要事項を記入し，報告願います。） 

 （２）競技場内(トラック・フィールド)には，競技中の競技者以外は入らないようにご指

導ください。招集所等への移動は，スタンドの通路または競技場の外側を通らせてく

ださい。 

 （３）応援は，スタンドからお願いします。その際，スタンド前方の柵に寄りかかって応

援したり，柵に横断幕を下げたりのぼりを立てたりしないようご指導ください。 

    横断幕等が設置できる場所は，芝生スタンド最後尾のフェンスのみです。 

（４）各チームの競技者・監督・保護者等のトイレは，２階スタンド裏を使用し，１階室

内走路のトイレは使用しないでください。（１階正面入口は，大会関係者以外は入れ

ません。大会関係者とは，大会委員・競技役員・競技場職員等を意味し，競技者・監

督・保護者等は含まれないことをご指導ください。） 

 （５）正面入口からの出入り，正面入口横の階段及びエレベーターの使用は，禁止します。

（正面入口からの出入りは，表彰を受ける競技者と県大会の申込をする監督以外はで

きません。）車椅子等特別な場合は，受付係員に申し出てください。 

（６）駐車場は，大駐車場及び競技場下側駐車場をご利用ください。競技場正面駐車場は

使用できません。また，競技場正面での停車乗降もご遠慮ください。 

（７）(2)から(6)について，特に，保護者等の応援の方に周知徹底させてください。 

 

 

 

［ 問い合わせ ］ 問い合わせは、11.(２)の申し込み宛先に E-mail で、お願い致します。 

        電話等での問合せは、ご遠慮願います。 


