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日清食品カップ 

第３５回全国小学生陸上競技交流大会福島県選考会 いわき地区予選会 要項 

１．主催  いわき陸上競技協会  

 

２．主管  いわき陸上競技協会 

 

３．後援  いわき市 いわき市教育委員会 いわき市小学校長会  

 （予定） 福島民友新聞社 福 島 民 報 社 いわき民報社  

 

４．協賛  （財）福島県報徳社 

 

５．場所  いわき市営いわき陸上競技場 

 

６．期日  ２０１９年（令和元年）６月 ２日（日） ※雨天決行 

 

７．実施種目（今大会より新種目を採用） 

種 別 種  目 

男女混合リレー 

（１種目） 
４×１００ｍリレー 

単独種目 

（８種目） 

男子６年 １００ｍ 

女子６年 １００ｍ 

男子５年 １００ｍ 

女子５年 １００ｍ 

男子コンバインドＡ（混成種目）：男子８０ｍハードル・走高跳 

女子コンバインドＡ（混成種目）：女子８０ｍハードル・走高跳 

男子コンバインドＢ（混成種目）：男子走幅跳・ジャベリックボール投 

女子コンバインドＢ（混成種目）：女子走幅跳・ジャベリックボール投 

※ オープン種目（２種目） 

（リレーの１部として位置付ける） 

男子友好 １００ｍ 

女子友好 １００ｍ 

 ※オープン種目－リレー競技にエントリーし、リレーにおいて競技することのない選手（実際に走る

ことがない選手）を対象にした１００ｍのタイムトライアルをオープン種目として実施する。（表

彰は行わない。） 
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８． 参加資格並びに条件 

 （１） 選手は小学校５・６年の年齢に該当する児童であること。 

 （２） 所属は学校単位、又は、それでなくてもよい。（○○小、○○小学校○○スポーツ少年団等でもよい） 

      チーム名（例）－いわきＡＣ、いわき小学校、いわき小 

 （３） 責任者は出場するチ－ム・個人の指導者とする。 

（４） 同一人がリレーと単独種目とに重複して出場することはできない。 

（５） リレ－チ－ムは男女各２名から編成され、走順は自由とする。県大会は地区大会と同一メン

バ－でなければならない。（追加・変更等は認めない。）また、県大会のメンバ－と同じメンバ

ーが全国大会に出場するものとし、選考会後の追加・変更等は認められない。なお、登録メンバ

ーは最大６名（男女各３名ずつ）とする。 

 （６） 県大会出場枠について、いわき地区は９名（チ－ム)以内とする。標準記録は設けない。 

 

９． 競技規則 

   ２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則に準じ、全国小学生陸上競技交流大会開催要項ならびに

同競技方法に則るが、児童であることを考慮し、教育的配慮のもとに競技を進行する。 

 

10． 競技方法 

 （１）スタートの合図はイングリッシュコール（イングリッシュコマンド）とする。 

      「位置について」→「on your marks」 

      「よーい」→「set」 

（２）競技に際しては、運動靴または陸上競技用スパイクシュ－ズを使用。 

 （３）危険防止のため、素足での競技は禁止する。 

 （４）スタ－トはクラウチングスタ－トを原則とするが、スタンディングスタ－トも認める。スター

トは同じ競技者が２回不正スタートをしたとき、その競技者を失格とする。 

 （５）リレー競技及び１００ｍ走については、タイムレース決勝により、順位を決定する。 

（６）リレー競技では、テイクオーバーゾーンは３０ｍとする。テイクオーバーゾーン外から走り出

してはならず、ゾーンの中でスタートしなければならない。 

    【従来のルール】 

 

 

 

 

 

    【新ルール】（２０１８年度より採用） 

 

 

 

 

 

補助助走ゾーン１０ｍ 

２０ｍ 

３０ｍ 

※従来のブルーラインがあった場所が入り口となる。 

※なお、今大会は入口部分にテープを貼って対応する。 
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（７）コンバインド競技について 

①本大会におけるコンバインド競技は以下の順で行う。 

    コンバインドＡ：８０ｍハードル→走高跳 

    コンバインドＢ：走幅跳→ジャベリックボール投 

  ②走幅跳、ジャベリックボール投は全員２回の試技とする。なお、ジャベリックボール投につ

いては、２連投の試技とする。 

③種目の記録を得点化し、２種目の合計得点で順位を決定する。合計点が同点の場合は、同順

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

点表については、日本陸上競技連盟ホームページにて公開。 

 ※ 合計点が同点で県大会出場にかかわる場合（９位の選手が２人以上いる場合など）に

は、抽選により出場者を決定する。 

④８０ｍハードルと走幅跳における風速は得点・順位に影響しない。 

⑤１００点以下の記録は、すべて１００点とする。 

⑥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。 

⑦スタートまたは試技を行い、失格または、記録なしの場合は５０点（参加点）とする。 

⑧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。 

 ① 男女８０ｍ ハードルの高さ・インターバル 

 

 

 

スタｰトから第１ハ-ドルまで 高さ インタ-バル 台数 最終ハ-ドルからゴ-ルまで  

 

 
13m 70cm 7m 9 台 11m 

 ② 走高跳 

  ａ．跳躍方法は、はさみ跳びとし、脚が最初にバーを越え、マットへの着地は

足裏からとする。（背、腰等から落下した場合は無効試技となる。） 

  ｂ．マットの高さは５０ｃｍ の特性マットを使用する。 

  ｃ．試技は、自分で申告した高さから試技を開始し、２回続けて失敗した時点

で終了とする。 

ｄ．練習は、男子９０㎝、女子８５㎝で行う。本番試技については、下の表の通りとする。 

走高跳のバーの上げ方 

性別 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 ７回目 8回目 以後 

男子 ９５ １００ １０５ １１０ １１５ １２０ １２５ １３０ ＋３㎝ 

女子 ９０ ９５ １００ １０５ １１０ １１５ １２０ １２５ ＋３㎝ 

（８）ジャベリックボール投は、やり投の助走路を使用し、助走距離は１５ｍ以内とする。 

 （９）ジャベリックボール投で使用するボールは、ジャベボール（下の図）とする。 

 

 

 

 

 

※ 試技の際には、ボール本体を持ち、オーバーハンドスローで投げること。羽だけを持って

投げることは禁止する。 

 ◆ 競技方法等については、当日の監督会議や競技注意事項（プログラム記載）で再度確認し、そ

の徹底を図るようにする。 
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11． 表彰等 

 ○ 各種目６位までの入賞者（チーム）には、賞状を授与する。 

 ○ 各種目３位までに入った選手（チーム）には、メダルを授与する。ただし、オープン種目は除く。 

  ※ 賞状に記載する名前については、パソコンのシステム上の問題から、略字を使わせていただ

きます。ご了承ください。 

    

 例：髙→高 など 

12．申込について 

 （１） 申込受付日・場所・時間 

     ①申込受付日：２０１９年（令和元年）５月１５日（水）のみ 

        

②申込受付場所：いわき市営いわき陸上競技場 会議室 

       （いわき陸上競技協会普及部のスタッフが対応します。） 

 

③申込受付時間：１８：３０～１９：３０ 

   ※１ 所定の申込用紙（申込・選手登録用紙）に必要事項を記入し、参加料を添えて

持参して申し込む。 

   ※２ 競技役員については、選手の出場人数に関わらず、参加チームから 1 名以上お願いします。 

      ※３ 参加チームから 1名以上前日準備のご協力をお願いします。 

日  時：６／１（土） １３時００分～１５時００分（予定） 

主な作業：白帯張り、招集所の準備等 

※４ 申込・選手登録用紙については、入力したデータも番組編成上必要になるの

で、入力したデータを※５に示したメールアドレスにデータ受付日までに送信

する。その際、ファイル名をチーム名に変更して送信する。 

★ データ受付日－２０１９（令和元年）年５月１５日（水）１７：００まで（時間厳守） 

 

         ★ 例年、データ入力に誤りがあり、何度も送信するケースや紙媒体と記載内容が一致してい

ないケースが目立っています。入力の際には、記入内容をよく確認の上、申込ください。 

      

ファイル名（例）：申込・選手登録用紙→いわきＡＣ 

       ※５ 送信先→nisshin.iwaki.2018@gmail.com 
               （担当：泉北小学校 矢作 啓太） 

 

 （２） 申込に関する問い合わせ：菊田小学校 担当 折笠 哲也 

                TEL:０２４６-６２-２９１５   FAX:０２４６－６２－２９１６ 

 

     申込データに関する問い合わせ：泉北小学校 担当 矢作 啓太 

                TEL:０２４６-５６-１１７３   FAX:０２４６－５６－１１７４ 

 

 

13．参加料 

 （１） 参加料は、個人種目１人６００円とする。ただし、リレ－は１チ－ム３,６００円とする。 

 （２） 参加料は、参加申し込みと同時に納入。 
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14．ナンバーカード 

 ○ 大会では、ナンバーカードを胸と背中に付ける。なお、ナンバーについては、申込・選手登録用

紙の登録番号を使用する。また、ナンバーカード用の白布については、各チームごとに準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ．県大会について 

 （１） 本大会で９位までに入った選手（チーム）は、県大会の出場権を得る。県大会の出場辞退が

あれば、次位の者（チーム）とする。 
   

（２） 大会申込受付は、大会終了後から１時間までとし、１時間を過ぎても出場の意志が示されな

い場合は辞退するものとみなす。事前に児童・保護者に了解をとっておくのが望ましい。 

◆ 県大会の参加料は、個人種目１人１,０００円、リレーは１チーム４，０００円
とする。参加申し込みと同時に納入すること。 

     

◆ 県大会は、２０１９年（令和元年）７月７日（日）とうほう・みんなのスタジアム（あづま陸上競技場・

福島市）で開催される。 

 

16．その他 

 （１） 医務室にトレーナーが待機。本大会参加において発生したケガ・事故については、応急手当

を行うが、その後は各団体・個人の責任のうえ対処すること。なお、「スポーツ障害保険」に

ついては、主催者側で加入手続きを行う。（出場選手のみ加入） 

  

（２） 選手招集所は、トラック・フィールドともに室内練習場北側。 
  

（３） 選手招集完了時刻は、トラック競技＝２０分前 フィールド競技＝４０分前。 
  

（４） 順序・レーン等は、プログラム通りとする。 
  

（５） ウォームアップは、ウォームアップ場係の指示に従い、本競技場、補助競技場で行う。 

※① ８時３０分までは、本競技場の使用が可能。それ以降は、補助競技場で行うこと。 

ただし、７・８・９レーンはハードル専用の練習とする。また、走高跳については、助走練習のみとする。 

※② 芝生は、８時００分～８時３０分まではジャベリックボール投専用。 

  練習する際は、主催者で用意した練習用のジャベボールを使用。（持ち込み不可） 

※③ 室内練習場については、雨天時のみ使用。 

（６） 各競技に使用する用器具等は、主催者が準備した物のみ使用する。 
  

（７） リレーに出場するチームは、オーダー用紙を受付で受け取り、記入のうえ８時３０分まで

に受付へ提出すること。 

  

（８） 今年度もリレー競技にエントリーし、競技することのない（実際に走ることがない）選手を

対象とした１００ｍのタイムトライアルをオープン種目として実施する。 

（「友好１００ｍ」とし、表彰等は行わないが、記録証の対象とする。） 

○「友好１００ｍ」はリレー競技において６名でのエントリーがなされるようにするための対策として実施。 

○「友好１００ｍ」は、リレー競技の一部として位置付けるので、参加料については徴収しない。 

※① 最初の数字は昨年までの学校番号でお願いします。学校以外

のチーム（スポーツ少年団など）については、申込・選手登録用

紙の記入例で番号をご確認ください。 

  ◯学校番号が『１桁』の場合 →ナンバーは３桁で記入 

                 例：３０１、５１２など 

  ◯学校番号が『２桁』の場合 →ナンバーは４桁で記入 

                 例：４０１５、５９０１など 

※② 白布の大きさについては、特に規定は設けず、選手の体格にあ

わせた大きさで構いません。 

5901 

昨年までの学校番号を使用 
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（リレーの参加料に含まれるものとする。） 

○ エントリーは、当日リレーオーダー用紙を提出する際、走順の所に『○友』と記入する

。ただし、４名でエントリーしたチームは除く。 

※  詳しくは、当日の監督会議等で説明。 
   

（９）大会当日朝８時１０分から監督会議を開くので、各チームの監督は必ず参加すること。 
 

 （10） スタンドの開門は午前７時００分です。安全とマナーを守ってください。なお、開門は、北

側と南側の正面スタンド及び芝スタンド入り口（１００ｍスタート付近と１００ｍゴール付近

の２か所） 
 

 （11） 当日の受付は午前７時１５分から午前７時５０分まで正面玄関前で行います。 

        ① リレーオーダー用紙をお受け取りください。 

    ② 棄権がある場合は棄権届を受付に提出。 

    ③ プログラムに名前の間違いがある場合は午前７時５０分までに受付へお知らせください。 

 

 （12） 大会当日、写真撮影をする場合には、いわき陸上競技協会で準備するビブスを着用してください。

なお、この件につきましては、各チームで、事前に保護者や指導者等への周知をお願いします。 

※ ビブスについては、チームまたは個人で受け取りや、返却をお願いします。 

（配布場所は大会当日、アナウンスでお知らせします。） 

    ※ 盗撮防止のためにこのような措置を取っています。 

    ※ 撮影禁止の掲示があるところでは、ビブスを着用していても撮影は一切できません。 

  

（13） 大会当日は、会場周辺で各種のスポーツ大会等が予定されております。そのため、駐車場

は相当な混雑が予想されますので、各チームとも節車にご協力ください。 

 

 （14） 大会結果については、いわき陸上競技協会ホームページに掲載します。 

 

 （15） 大会結果や大会に関する写真を各報道機関による新聞へ掲載する場合があります。 
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１７．全国大会について 

（１） 期  日  ２０１９年（令和元年）８月９日（金）～１０日（土） 

 

（２） 会  場   横浜市日産スタジアム 

 

（３） 出場資格  日清カップ県大会において優勝した選手及びチーム 

 

（４） 種  目  地区大会、県大会の種目と同様 

 

１８．東日本都道県小学生陸上交流大会について 

（１） 期  日  ２０１９年（令和元年）８月１６日（日） 

 

（２） 会  場  北海道函館市千世台公園陸上競技場 

 

（３） 出場資格  ○ 日清カップ県大会において準優勝した選手（コンバインド競技では、各競技

で全国大会に出場する選手と重複しない選手の中で、最も優秀な成績をあげた

選手）及び準優勝したリレーチーム 

○ 日清カップ県大会において３位に入った選手（リレーは除く） 

          ※ 準優勝した選手及びチームについては、交通費、宿泊費などの補助（道南陸協より）が出る。 

             ※ ３位に入賞した選手については、交通費、宿泊費などの必要経費をすべて自己負担することにより出場が可能。 

 

（４） 種  目（※日清カップの種目とは異なる） 

種  別 種  目 

リ レ －（１ 種 目） 男子・女子４×１００ｍ リレー 

単 独 種 目 

（ １４種目 ） 

男子・女子  ６年   １００ｍ  

男子・女子  ５年   １００ｍ  

男子・女子５・６年共通 ８０ｍＨ 

男子・女子５・６年共通 走幅跳 

男子・女子５・６年共通 走高跳 

男子・女子５・６年共通 ジャベリックボール投 

男子・女子  ５年   １５００ｍ  

男子・女子  ６年   １５００ｍ 

※① 単独種目については、従来の種目を行う。 

※② 『１５００ｍ』の選手選考会については、６月１日（土）に田村市で行われる「福島県中・

長距離記録会」で行う。なお、福島陸上競技協会ホームページから専用参加申込書をダウン

ロードし、期間内にメールにて申し込む。（５／１８（土）～５／２８（火）） 

            Idaten.fukushima@gmail.com  
 

※③ 男女５，６年１５００ｍにおいて、それぞれ優勝した選手が上記の大会の出場権を得る。

また、それぞれの準優勝者の自費による参加を認める。 
 


