
令和４年度                                                    主催 筑紫区中学校体育連盟 

筑紫区中学校                                                    共催 筑紫区各市教育委員会 

陸上競技大会実施要項 

１  大 会 名        第７５回筑紫区中学校陸上競技大会 
  ２  期  日        令和４年６月１１日（土）雨天決行  
  ３  会  場        小郡市陸上競技場  小郡市大保 444番地   ℡ 0942-75-8856 
  ４  参加資格        筑紫区中学校に在籍する生徒で、陸上競技に登録をしている生徒に与える。 
                      ①１校１種目２名以内とし、リレー競技は１校１チ－ムとする。（ただし④の筑紫

区特別規定を除く） 
                      ②１人２種目以内とする。ただし、リレーは兼ねてもよい。 
                      ③リレーでの１人２種目出場、同一種目での共通と低学年への出場は認めない。 
                        （同一種目とは：リレー、１００ｍ、ハードル） 
                      ④筑紫区特別規定（下記参照） 
５  開始時間        開会式 ８時３０分       競技開始 ９時２０分 
６  競技方法 

    （１）学校対抗および個人競技を並行して行う。 
    （２）得点は、１位６点、２位５点とし、以下１点を減じ６位１点とする。 
          同点の場合は上位入賞数で決定する。 
  ７  競技規則        令和４年度日本陸上競技連盟規則ならびに本大会実施規則を適用する。 
    ◎実施規則 
    （１）招集は、トラック競技においては３０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、競技者係の指示に従うこと。招集を受けなければ、理由の如何に関わらず出場
を認めない。リレー競技の場合は、招集完了時刻の１時間前までにオーダー用紙を招集所へ提出する
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。 

    （２）異議申し立て及び抗議は、そのラウンド終了または正式発表後直ちに各顧問を通じて審判長に申し出
ること。 

    （３）走高跳のバーの上げ方は次の通りとする。ただし、天候により変更することもある。 
           ＜男子＞１３０ １３５ １４０ １４５ １５０ １５３ １５６（以上３cmきざみ） 
           ＜女子＞１１０ １１５ １２０ １２５ １３０ １３３ １３６（以上３cmきざみ） 
    （４）走幅跳は、次の計測ラインを設け、それ以下は計測しない。ただし、天候により変更することもある。 
           ＜男子＞  ４ｍ３０ｃｍ       ＜女子＞  ３ｍ５０ｃｍ 
    （５）男子３０００ｍと男女１５００ｍは、運営進行上、以下のタイムでレースを打ち切る。 

＜男子３０００ｍ＞ １３分００秒   ＜男女１５００ｍ＞ ６分３０秒 
    （６）選手の変更は認めない。ただし、リレー競技に関してはプログラム上に名前がある選手と変更できる。 
  （７）リレー走者は、全員同一のユニホーム（上着）を着用すること。 
  （８）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、筑紫区中体連に登録し承認を受けたものとする。 
８  申し合わせ事項 

    （１）表彰は行わない。３位以内に入賞した選手の賞状については当該学校の顧問が当日中に本部に受け取
りに来ること。学校総合については、全競技終了後にアナウンスにて発表する。優勝旗や賞状につい
ては当該学校の顧問が当日中に本部に受け取りに来ること。 

    （２）ナンバーカードは、陸上競技協会のものか、学校に定められている番号【（６）参照】で、Ｂ５の大
きさの白布に男子は黒、女子は赤で胸背部につけること。（数字の太さは１．５cm以上） 

          ※陸協指定の個人番号の登録の場合は、Ｅ○○○○となる。 
（卒業した生徒のナンバーカードを使い回ししないこと） 

    （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。 
ただし、バックストレートで競技が行われていない場合、競技に支障のない限り、ウォーミングアッ
プとして使用してもかまわない。） 

    （４）選手は、定期健康診断で異常が認められず、相当量の練習を積み、校長が適当と認めた者でなければ
ならない。 

    （５）AEDに関しては、競技場事務室に設置している。 
    （６）筑前地区大会には、各種目上位１４位まで（リレーは９位まで）出場できる。 
    （７）中体連指定の学校番号 

那珂川４２２・４２３  春日４２４・４２５     春日東４２６・４２７   大野４２８・４２９ 
学業院４３０・４３１   二日市４３２・４３３   筑山４３４・４３５     大野東４３６・４３７ 
大利４３８・４３９   春日西４７０・４７１    筑紫野４７２・４７３   太宰府４７４・４７５ 
平野４７６・４７７     那珂川南４７８・４７９ 春日南８５０・８５１   天拝８５２・８５３ 
御陵８５４・８５５ 太宰府西８５６・８５７  春日野８５８・８５９   太宰府東８６０・８６１ 
筑紫野南８６２・８６３春日北８６４・８６５ 筑陽学園８６６・８６７ 那珂川北 ８６８・８６９ 

９ 審 判 員  ※補助員については、別途連絡します。 
筑 山（２名）二日市（２名） 筑紫野（２名） 天 拝（０名） 筑紫野南（３名） 
学業院（３名）太宰府（２名） 太宰府西（１名）太宰府東（２名）筑陽学園（１名） 
大 野（１名）大野東（２名） 大 利（０名） 平 野（３名） 御 陵（２名） 
春 日（３名）春日東（２名） 春日西（２名） 春日南（２名） 春日野（３名） 
春日北（０名）那珂川（２名）那珂川南（２名）那珂川北（２名） 

  
 

（２） 



１０ 表 彰 
    （１）団体１位は優勝旗と賞状、２・３位は賞状を授与する。 
    （２）個人は３位まで賞状を授与する。 
１１  申し込み 
    （１）指定の申し込みＥｘｃｅｌデータと一覧表に記入の上申し込むこと。（女子は赤字で記入する） 
    （２）申し込み締め切り（申込データ＆公印が押された一覧表） ６月１日（水）必着   

       申し込み先：〒816-0906  大野城市中１丁目２０ー１ 御陵中学校  廣瀬楽  宛 
ＴＥＬ  ５０３ー２９０１  ＦＡＸ ５０３－２９４４ 

              Ｍａｉｌ： hirose-raku@onojo-ed.jp 
    （３）プログラム編成会議   ６月６日（月） 専門部会にて、プログラムの確認＆修正 
１２  専門部長 吉富 啓太 （学業院中）  ０９２－９２３－２５２１ 
１３  種  目  

共通種目 （男子）200m・400m・800m・3000m・110mH・400mR・走高跳・走幅跳・砲丸投(5kg) 
                （女子）200m・1500m・100mH・400mR・走高跳・走幅跳・砲丸投（2.72kg） 
        低学年種目（男子）100mH・400mR(2･1･1･2年の順) 
              （女子）80mH・400mR(2･1･1･2年の順) 
        学年別種目（男子）1年 100m・2年 100m・3年 100m・1年 1500ｍ・2年 1500m・3年 1500m・3年三段跳 
         （女子）1年 100m・2年 100m・3年 100m・1年 800m・2年 800m・3年 800m 
１４ その他  
新型コロナウイルス感染拡大防止対応 
①本競技会は、有観客で開催する。ただし、選手１人につき２人までの保護者のみとする。観戦をする保護
者は、陸協指定の体調管理シートを記入し、受付に提出すること。体調管理シートの提出後、受付にて入
場許可証を配付する。 

②日本陸上競技連盟「大会開催におけるガイダンス」及び福岡陸上競技協会「新型コロナウイルス感染拡大
予防ガイドライン」を遵守し大会に参加すること。 
また、筑紫区中学校体育連盟「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」に則って大会を実施する。 

③開閉会式については、実施しない。 
④選手、監督、コーチ、審判員は体調管理チェック表（大会前）を必ず提出すること。また、選手は参加同
意書（福岡陸協 HP でダウンロード可）を提出すること。  

⑤競技会当日、体温が 37.5 度を超える選手は出場することも観戦することもできない。同様に監督、コー
チ等に関しても体温が 37.5 を場合は観戦することができない。 

⑥各チーム参加者は控所等で休憩する場合、対面での会話をしない、また、フィジカルディスタンスを確保
すること。 

⑦各チームで、手洗い、うがいの徹底と消毒液の準備をすること。 
⑧チームによる応援は行わない。密集した集合等も極力控えること。 
⑨トラック種目について、短距離種目の一部は予選・決勝を行う。また、フィールド競技は原則通常の運営
方法（※）で実施するが、日程と出場人数の関係で変更する場合もある。 
※高さを競う競技は 3 回連続で失敗をすれば終了、距離を競う競技は 3 本＋トップ 8 の 3 本 

⑩可能な範囲で、競技時間に合わせ選手を参加させ、競技終了次第帰らせること。 
⑪大会にエントリーしたチームは２名以上の競技役員（審判）の協力をお願いする。 
⑫新型コロナウイルスの感染状況により、開催地自治体などから自粛要請があれば、大会を中止・延期する
場合がある。その場合は、筑紫区陸上競技専門部の各市代表を通して連絡をする。 

 

筑紫区特別規定： ４ 参加資格の④について  
（１）以下の種目は、各種目４名までの出場を認める。 

男子共通 800m（決勝ﾀｲﾑﾚｰｽ） 女子各学年 800m（決勝ﾀｲﾑﾚｰｽ）男子各学年 1500m（決勝ﾀｲﾑﾚｰｽ） 
（２）以下の種目は、オープン参加とする。（＝何名出場してもよい）ただし、長距離種目とフィールド競技に

は仮の参加標準記録を設定する。（参加標準記録は、校内記録会の結果でよい。） 
≪長距離種目≫ 男子 ３０００Ｍ（参加標準記録：１３分００秒以内でゴールできる者） 

女子 １５００Ｍ（参加標準記録： ６分３０秒以内でゴールできる者） 
≪ハードル競技≫ 男子   低学年１００ＭＨ   共通１１０ＭＨ 

女子   低学年８０ＭＨ    共通１００ＭＨ 
≪フィールド競技≫    

男子  走高跳 （参加標準記録：１Ｍ３５）   走幅跳 （参加標準記録：４Ｍ３０） 
砲丸投 （参加標準記録：６Ｍ００）   ３年三段跳（参加標準記録：９Ｍ００） 

女子 走高跳 （参加標準記録：１Ｍ１５）   走幅跳 （参加標準記録：３Ｍ３０） 
砲丸投げ  （参加標準記録：６Ｍ００） 

（３）次の種目においては、３年生への配慮として各種目３名までの出場を認める。 
ただし、１年または２年生を含んだ３名の出場はできない。 

     男子 3年 100m・共通 200m・共通 400m   女子  3年 100m   共通 200m 
※上記の特別規定は、筑前地区大会には反映しない。筑前大会に進出できる選手は各学校２名なので、同じ学
校の選手３名以上が１４位以内に入った場合は、監督の推薦する２名が筑前大会の出場権を得る事とする。
この場合、欠員の生じた人数だけ、１５位以下の選手が繰り上がって筑前大会の出場権を得る事とする。 

 

１５  専門部長    吉富 啓太 （学業院中）  ０９２－９２３－２５２１ 

（３） 


