
令和  ４年度                                       主催  筑前地区中学校体育連盟             
筑前地区中学校                                        筑前地区各市町教育委員会 
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新人陸上競技大会要項 

 １  大会名    第１８回筑前地区中学校新人陸上競技大会 

 ２  期 日     令和４年９月２５日（日）    

         開門 ６:３０ 審判打ち合わせ ８:１０ 開閉開式  実施しない    競技開始  ９:００ 

 ３  会 場    博多の森陸上競技場：福岡市博多区東平尾公園２－１－２  電話 ０９２－６１１－１５１５    

４  参加制限 （１）参加は学校単位とし，１校１種目２名，１人２種目以内。ただしリレーは兼ねてもよい。 

        （２）ハードルは，２種目兼ねられない。 

        （３）中長距離種目（８００ｍ，１５００ｍ，３０００ｍ）は，２種目兼ねられない。 

 ５  競技方法  （１）学校対抗及び個人競技を並行して行う。 

               （２）得点は一位６点，二位５点，三位４点，以下１点を減じ，六位を１点とする。 

 ６ 競技規則    令和４年度日本陸上競技連盟の規則ならびに本大会実施規則を適用する。 

         （１）トラック競技はリレーをタイムレース予選、その他の競技をタイムレース決勝とする。タイムレースで同タ

イムの場合は１/１０００で着差を決める。それでも同じ場合は抽選とする。 

               （２）抗議は，そのラウンド終了または正式発表後直ちに各区専門部長を通じて審判長に申し出ること。 

               （３）招集はトラック競技においては４０分前から１５分前までとし，フィールド競技は６０分前から３０分前            

までに受け，競技者係の指示にしたがうこと。招集を受けなければ出場を認めない。                               

リレーの場合は招集完了１時間前までにオーダーを招集所に提出すること。但し，これは招集を受けたこと           

にはならないので，改めて１５分前までに招集を受けること。 

               （４）走高跳におけるバーの上げ方は次の通り。ただし，天候と選手の状態により考慮する。 

                     男子・・・130 - 135 - 140 - 145 - 150 -155  （以上３㎝きざみ） 

                     女子・・・115 - 120 - 125 - 130 - 135       （以上３㎝きざみ） 

                （５）走幅跳・砲丸投は，最低計測ラインを設定する。 ただし，天候・会場・その他の状態により変更することも

ある。 

                （６）８００ｍはセパレートスタート，１５００ｍはオープンスタート、３０００ｍは階段式スタートで行う。 

        （７）３種目（リレーを含む）出場で競技時間が重なった場合は，その種目の主任に必ず申しでる。この場合 

           はトラック競技を優先する。  

                （８）スパイクのケンの長さは９㎜以内とする。ただし，高跳びは１２㎜以内とする。 

        （９）県大会は各種目上位５位(ﾘﾚｰも)まで出場できる。タイムレース決勝において同タイムの場合は１/１０００

単位で着差をつける。それでもつかない場合は抽選を行う。 

 （10）引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。コーチについては出場校の教育職員とする。 

           但し，教育職員以外のコーチは校長が認め筑前地区中体連に登録し承認を受けたものとする。 

 ７ 申し合わせ事項  

         （１）開会式，閉会式は実施しないが表彰は行う。 

        （２）アスリートビブスは陸協指定のものを胸背部につけること。ただし、跳躍競技においては、胸背部のどちら

かのみにつけてもよい。 

               （３）競技に出場する選手以外は，競技場に立ち入らないこと。特に付添いは認めない。 

               （４）招集時にマナーチェックを行う。違反等があれば規律委員会で協議する。 

               （５）Ｊアラート等警報時は，即座に競技進行を中断し，避難体制をとる。大会が中断した場合，行政の判断と安

全の確認の上で，再開する。 

        （６）新型コロナウイルス感染拡大防止対応 

          ①本競技会は，新型コロナウイルス感染症予防の観点から，制限付きの有観客で実施する。 

   ②選手は、体調記録表を学校受付に、同意書を自校の学校長に提出すること。引率者、競技役員、補助員、応

援生徒についても、体調記録表を提出すること。 

          ③新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために，福岡陸上競技協会のホームページに掲載されている，

競技会開催のガイダンスに則って，競技会を進行する。 

 ８  参加資格   筑前地区中学校総合新人体育大会参加資格「特別規定」による。 

 ９  表 彰    団体（学校総合）の優勝校には，トロフィーを授与する。団体，リレー，個人とも１～３位は賞状を授与する。 

  10  申し込み    令和４年９月５日（月）までにＮＡＮＳ２１Ｖ・ＷＥＢ登録で申し込むこと。どうしても変更が必要になった場

合は９月１２日（月）まで変更を受け付ける。申込書については各区専門部長の定めるに日までに各区専門部長

に提出する。 

         ※申し込み記録で組を決定する。公認競技会の記録及び今年度の中体連各区大会の記録を記入すること。そのた

め、記録を持っていない選手の見込み記録や校内計測記録などは記載せず、未記入のままにすること。なお、

リレーのみ記録は記入にしないこと。 

  11  専門委員  専門部長 神村 勇吾（粕屋東中） TEL  ０９２－９３９－０７４０ 

専門部員 筑紫：吉富 啓太（学業院中：092-923-2521）  糟屋：神村 勇吾（粕屋東中：092-939-0740） 

                        宗像：渡邊 雅之（河 東中：0940-33-7700）  糸島：古木香寿美（前原西中：092-322-5321） 

  12 種   目 

     共 通 種 目        （男子）200m 400m 800m 3000m 100mH 110mH 400mR（学年走順問わない）  

              走高跳 走幅跳 砲丸投（５ｋｇ）  

                  （女子）200m 1500m 80mH 100mH 400mR（学年走順問わない） 

                           走高跳 走幅跳 砲丸投（２．７２ｋｇ） 

     学年別種目   （男子）１年100m ２年100m １年1500m ２年1500m ２年三段跳 

          （女子）１年100m ２年100m １年800m  ２年800m  
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競技規則  

日本陸上競技連盟規則及び本大会申し合わせ事項により実施する。 
（１） 走高跳のバーの上げ方は次の通りとする。 
     男子 １３０―１３５―１４０―１４５―１５０―１５５ （以降３ｃｍきざみ） 
     女子 １１５―１２０―１２５－１３０―１３５     （以降３ｃｍきざみ） 
（２） 走幅跳、砲丸投は次の記録以下は計測しない。ただし、天候・会場・その他の状態により変更することもある。 
     走幅跳  男子４ｍ３０  女子３ｍ３０ 
     砲丸投  男子６ｍ００  女子６ｍ００ 
（３） 三段跳びにおける踏切板の位置は９ｍ地点とする。 
（４） 次の種目においては打ち切りタイムを設定する。 
     男子３０００ｍ １２分４５秒    ２年男子１５００ｍ  ５分４５秒 
     女子１５００ｍ  ６分２０秒    １年男子１５００ｍ  ６分００秒 
（５） ハードルの規格は次の通り。 
 
 
 
 
 
 
（６） 抗議は、そのラウンド終了もしくは正式発表後直ちに各区専門部長を通じて審判長に申し出ること。 
（７） 招集は次の通り行う。ただし、リレー競技は招集完了時刻の１時間前までにオーダー用紙を招集所に提出し、改めてトラ 

ック競技の招集時刻に間に合うように招集を行うこと。 
      トラック競技 ４０分前から１５分前 
     フィールド競技 ６０分前から３０分前 
（８） 欠場する際は受付で「出場辞退届」を受け取り受付に提出すること。また、本部にて「棄権届」を受け取り、記入し本部

確認後招集所へ提出すること。 
（９） 選手変更は７：２０～８：３０で行うことができる。本部にて「選手変更届」を受け取り、記入し本部確認後招集所に提

出すること。また、選手変更は原則補欠選手との入れ替えのみ認める。 
（１０）タイムレース決勝において同タイムの場合は１/１０００単位で着差をつける。それでもつかない場合は抽選を行う。 
（１１）スパイクのピンの長さは９ｍｍ以内のものを使用すること。走高跳は１２ｍｍ以内。 
（１２）シューズに関しては、TR5.5（靴底の厚さ） を適用する。ただし、フィールド競技用シューズにおいては、TR5.5 適用除外

措置とする。 
（１３）アスリートビブスは福岡陸協指定のものを胸背部につけること。ただし、跳躍種目においては、胸背部どちらかでよい。 
（１４）リレー走者は、同一系のユニフォーム（メンバーのシャツ同色）を着用すること。 
（１５）８００ｍはセパレート、１５００ｍはオープン、３０００ｍは階段式でスタートを行う。 
（１６）３種目（リレー含む）で競技時間が重なった場合はその種目の主任に必ず申し出てトラック競技を優先する。 
（１７）学校対抗及び個人競技を並行して行う。得点は１位６点、２位５点、３位４点、以下１点を減じ、６位を１点とする。 
（１８）団体・個人３位まで賞状を授与する。団体優勝校にはトロフィーも授与する。 
（１９）表彰は結果発表終了後、本部にて直ちに行う。どうしても本人が参加できない場合は代理が参加すること。 

 

注意事項  

（１） 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日本陸上競技連綿及び福岡県陸上競技協会、筑前地区中学校体育連盟の定め
るガイダンスを遵守すること。 

（２） 引率者、選手、補助員、応援生徒は体調記録表を受付で必ず提出すること。また、中体連指定の同意書を事前に学校長に
提出しておくこと。 

（３） 本大会は有観客で行う。スタンドに入場する際は、必ずスタンド３階中央門扉からとし、検温と消毒を行う。３７．５度
以上や体調不良の方は入場不可とする。 

（４） 場所取りは事前に行えない。当日からとする。 
（５） 開閉開式は行わない。マナーチェックは招集時に行う。 
（６） 招集所での一次招集は、自分の名前もしくは数字に丸をつけること。名前に横線を引くことは欠場することと捉える。 
（７） 競技に出場する選手以外は競技場内に入らない。 
（８） 本部前や競技場建物内は通行しない。 
（９） 本大会はメインスタンドのみの借用。サイド・バックスタンドでの応援・観戦はしない。 
（１０）アップはできる限り補助競技場、雨天練習場で行うこと。また、砲丸投の練習は投てき練習場のみで行うことができる。 
（１１）駐車場は第１、第２、第３駐車場が使用できる。バスの乗降は第３駐車場のみで許可する。バスは道路沿いの正門より敷

地に入らない。ただし、７：００までに正門をバスが出られるのであれば敷地内に入ってもよい。また、第３駐車場は球
技場との共用となるので係員の指示に従うこと。 

（１２）生徒・保護者のトラック・フィールド内での写真・動画撮影を禁止する。また、撮影した写真・動画は個人情報保護の観
点からネットやＳＮＳ上にアップしない。 

（１３）５位までに入賞した選手、チームの顧問は、本部で県大会手続きを当日中に必ず行ってください。 
（１４）当日朝の流れは次の通り。 
          ６：３０ 道路沿い競技場入口 開門 
          ７：００ スタンド３階中央門扉、補助競技場・投てき練習場、第３駐車場 開門 
     ７：２０～８：００ 学校受付（競技場正面入口） 
     ７：２０～８：３０ 選手変更受付（本部） 
          ８：１０ 観客のスタンド入場開始 / メイン競技場での練習終了 
               顧問及び審判打ち合わせ / 補助員集合完了（走幅跳ピット） 

８：３０ 開会アナウンス 
９：００ 競技開始 
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種 目 高さ 台数 インターバル 

男子１１０ｍＨ 91.4cm １０台 13.72m-9.14m-14.02m 

男子１００ｍＨ 84.2cm １０台 13.00m-8.50m-10.50m 

女子１００ｍＨ 76.2cm １０台 13.00m-8.00m-15.00m 

女 子 ８ ０ ｍ Ｈ 76.2cm ８台 12.00m-7.50m-15.50m 


