“日清食品カップ”第３５回全国小学生陸上競技交流大会岩手県大会開催要項
１ 主

催 一般財団法人岩手陸上競技協会 北上陸上競技協会

２ 共

催 岩手県教育委員会 岩手県小学校体育研究会

３ 後

援 公益財団法人日本陸上競技連盟 公益財団法人 安藤スポーツ･食文化振興財団
文部科学省 公益財団法人日本体育協会 日本スポーツ少年団

４ 協

賛 日清食品ホールディングス株式会社

５ 主

管 一般財団法人岩手陸上競技協会普及育成部 北上市陸上競技協会

６ 期

日 ２０１９年６月２３日(日) 受

付： ７時３０分～８時３０分

監督会議： ９時００分～
競技開始：１０時００分～
７ 会

場 北上総合運動公園北上陸上競技場(〒024-0051 北上市相去町高前檀27-36 TEL 0197-67-6720)

８ 競技種目 ◆５年男子１００ｍ、５年女子１００ｍ
◆６年男子１００ｍ、６年女子１００ｍ
【５、６年共通種目】
◆男女混合４×１００ｍリレー （競技は男女各２名、走順はフリー）
◆男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ（混成競技）Ａ （８０ｍＨ・走高跳）
◆男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ（混成競技）Ｂ （走幅跳・ジャベリックボール投）
◆女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ（混成競技）Ａ （８０ｍＨ・走高跳）
◆女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ（混成競技）Ｂ （走幅跳・ジャベリックボール投）
●記録会（オープン種目） １００ｍトライアル
上記正式種目に出場しない児童は誰でも参加できる。ただし、正式種目同様事前の申込が必要。
大会当日の申込は受け付けない。リレーの補欠児童も参加可能。
※１～６全学年出場できるが、１～４年生はスパイクの着用、スターティングブロックの使用はでき
ない。スタート方法は問わない。
※リレーの補欠が不確定な場合１名トライアルにエントリーする。リレーメンバー、補欠が変更にな
った場合、当日９時までトライアル出場選手を変更できる。
９ 出場資格

①小学校５・６年生に該当する児童であること。（１００ｍトライアルを除く。）
②各地方大会３位までの入賞者(チーム)であること。（同上）
③各地方大会３位までの入賞者（チーム）が辞退した場合の繰り上げ選手（チーム）
④各１００ｍのみ各地方大会４位以下で参加標準記録を突破した選手

10 出場制限

１人１種目(ただしリレーは除く)。リレーは１チーム男女各３名以内で、地区予選と同一のメンバーで申
し込むこと。地区予選とメンバーを変更して申し込んだ場合は県大会の出場を認めない。４人でエントリー
した場合、全国大会申込時に選手の追加はできない。

11 競技規則 2019年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則と本大会申し合わせ事項により実施する。
①スタート合図は、イングリッシュコールで実施する。
②フライングは旧ルールを適用し、同一人が２回不正スタートをした場合は失格
③全種目ともスパイクを着用できる。
④１００ｍ、８０ｍＨ、リレーの第１走者はスターティングブロックを使用できる。ただし、スタンディ
ングスタートでもよい。
⑤走高跳の跳躍方法は、はさみ跳びとし、必ず足から着地しなければならない。
⑥走高跳は、２回続けて失敗するとそこで競技は終了となる。
⑦走幅跳及びジャベリックボール投は２回の試技を行う。
⑧ジャベリックボール投は、NISHI制 JaveBall ジャベボール使用し、15ｍ以内の助走ができる。

■ハードルの高さ、及びインターバルは下表のとおりとする。
スタートから１台目
13m

高さ インターバル 台数
70cm

7m

最終ハードルからフィニッシュ

9台

11m

■走高跳のバーの上げ方は次のとおりとする。
（当日の状況、出場選手の記録により変更がありうる。）

12 参 加 料

男子

（練習1m05）

女子

（練習1ｍ00） 1m05-1m10-1m15-1m20－以降3cmずつ

一人８００円（トライアルも同様）現金書留・振込で納入のこと（または岩手陸協に持参）
020-0822

盛岡市茶畑二丁目8-27 一般財団法人岩手陸上競技協会

TEL：019-621-8460
13 申込方法

1m10-1m15-1m20-1m25－以降3cmずつ

FAX：019-656-9006 URL：http://long-distance.jp/iwate

(1) 岩手陸上競技協会ホームページから申込書(エクセルシート)をダウンロードし、必要事項を入
力して電子メールに添付して下記へ申し込むこと。
（後日ＨＰ上にアップ）
(2) 申込データのファイル名と送信時の件名は、
「県小学生○○○（○にはチーム名、学校名を入
力）
」とし、期日厳守で送信すること。
(3) 申込み内容を確認次第、受付受理完了メールにてお知らせします。申込み送信後、３日以内に
返信メールが届かない場合は、早急に、再度メールにて確認すること。
受信できない申し込みは無効とするので注意のこと。
(4) 申込内容の不備なもの、参加料がないもの等は受け付けない。
(5) 申込先メールアドレス

sph85bn9@yahoo.co.jp （普及育成部長 山内弘文 宛）

(6) ナンバーカードの欄は仮のナンバーなので注意すること。
(7) 所属団体名は、地区予選と同一にすること。
＊地区予選に出場しないでトライアルのみ参加のチームは、事前にチーム登録が必要。
５月２４日（金）まで別紙ＦＡＸで岩手陸協事務局に連絡すること
(8) 申込み締切日
２０１９年６月７日（金）必着
(9) 申 込 先
〒020-0822 盛岡市茶畑二丁目 8-27
岩手陸上競技協会事務局 TEL 019-621-8460
≪大会参加料振込先≫
岩手銀行盛岡駅前支店:002 口座番号:2029421
名義：一般財団法人岩手陸上競技協会
※ 参加料振込みの際、登録チーム名で振込みをすること。
※ 払込料金（手数料）は、払込人の負担とします。
※ 振込票兼受領書を領収証に代えさせていただきます。
※ 現金書留や持参で納入の場合は、入金内訳表（岩手陸協ＨＰに掲載）に記入し同封する。
14 申込確認 申込みについては事前に岩手陸上競技協会ホームページに申込受付状況を掲載するので、それによって確認
ること。申込みについて電話･ＦＡＸ･メールでの問い合わせは控えること。
15 ナンバーカード
主催者が用意し、当日の受付の際に安全ピンとともに配付する。
16 表

彰 正式種目は第８位まで表彰し賞状を授与する。第３位まではメダルも授与する。トライアルは記録の発表だ
けで賞状・メダル・記録証は発行しない。
表彰式は競技終了後に全種目行うので、該当者は帰らずに必ず参加すること。

17 個人情報の取り扱いについて
(1) 主催者は、個人情報の保護に関する法律、及び関連法令等を遵守し個人情報を取り扱う。なお、取得
した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページ、その他
競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。
(2) 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催者が承認した第三者が大会運営等の目的で、
大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・新聞・雑誌・インターネット等媒体に掲載される
ことがある。

18 そ の 他

(1) 応急処置、その他健康上の問題が生じた場合は、本部に連絡のこと。ただし、競技場での疾病・障害
等の応急処置は主催者が行うが、以後の責任は負わない。
(2) 競技場が全天候舗装により、スパイクの針の長さは 9mm 以下とする。ただし、走高跳については 12mm
以下とする。
(3) 抗議に対する裁定に不服な場合は、その競技者に代わる責任者（顧問又は監督）が、文書と預託金
10,000 円を添えて総務へ正式な抗議の手続きをとること。
(4) 競技場に横断幕又はノボリ等を取り付ける場合は、スタンド周囲最前部以外に取り付けること。
(5) ゴミはチーム毎にゴミ袋を用意して、毎日終了時に持ち帰ること。
(6) 各種目の優勝者(チーム)は８月９日(金)～１０日(土)に横浜・日産スタジアムで開催される全国大会
の出場権を得る。なお、全国大会はリレーを含め１人１種目しか参加出来ないので、リレーと個人種目
の優勝者が重なった場合は当該選手を除いて最上位となった選手が出場権を得る。
全国大会の交通費・宿泊費は主催者が負担する。
(7) 全国大会は岩手県選手団として８月９日(金)～８月１１日(日)まで同一行動をとらなければならない。
途中からの参加、途中での帰宅は一切認められない。その場合は出場資格を返上し、当該選手を除いた
最上位をとった選手に出場資格が移る。
(8) 主催者からの連絡事項は岩手陸協ホームページにて行うのでチェックすること。
(9) 表彰式終了後、全国大会の説明会を保護者、指導者同伴で行う。その際に、提出書類に本人と所属学
校の連絡先の記入や承諾書に印鑑が必要なので、全国大会出場権を獲得しそうな選手がいる場合は事前
に用意するよう連絡しておくこと。
(10) 岩手県代表選手による合同練習会を全国大会前に３回実施する予定
(11) 全国大会の引率者は７名で構成する。指導者４名（総監督を含む・１人は女性）は、有資格者（ＪＡ
ＡＦ公認ジュニアコーチ・ＪＡＡＦ公認コーチ）であることが条件であるが、支援コーチの４名につい
ては有資格者でなくてもよい。人選については全国大会代表選手（チーム）の指導者を中心に普及育成
部で行うが、各チームの指導者は推薦される場合があることを念頭に本大会に参加すること。なお、指
導者・支援コーチの全国大会の交通費・宿泊費は主催者、支援コーチは県陸協で負担する。
(12) 駐車場の台数に限りがあり混雑が予想されます。乗合せや公共交通機関（バス等）の利用等、事前に
各家庭への連絡をお願いします。
(13) 本大会の混合リレー準優勝チームを、８月１７日（土）・１８日（日）北海道・函館市千代台公園陸上
競技場で開催される「東日本大震災支援２０１９（第８回）東日本都道県小学生陸上競技交流大会・北
海道函館大会」へ派遣する。（＊交通費は大会主催者負担、宿泊費は自己負担となります）準優勝チー
ムの辞退があった場合は、第３位以下のチームを順次派遣対象チームとする。

19 問合せ先
不明な点は、一般財団法人岩手陸上競技協会 普及育成部長 山内 弘文まで。
【連絡先】盛岡市立城北小学校 〒020-0122 盛岡市みたけ３－２－１
TEL：019-641-0187 FAX：019-641-5865 携帯：090-5186-8874

【競技日程（予定）】
女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

８０ｍＨ

１０：００

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

８０ｍＨ

１０：２０

６年女子１００ｍ

予選（通過条件：記録上位８名）

１０：４０

５年女子１００ｍ

予選（通過条件：記録上位８名）

１１：００

６年男子１００ｍ

予選（通過条件：記録上位８名）

１１：２０

５年男子１００ｍ

予選（通過条件：記録上位８名）

１１：４０

混合

４×１００ｍＲ予選（通過条件：記録上位８チーム）１２：００

女子

１００ｍトライアル

１２：３０

６年女子１００ｍ

決勝

１３：３０

５年女子１００ｍ

決勝

１３：４０

６年男子１００ｍ

決勝

１３：５０

５年男子１００ｍ

決勝

１４：００

男子

１００ｍトライアル

１４：２０

混合

４×１００ｍＲ決勝

１４：５０

女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

走幅跳

１０：００

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

走幅跳

１１：００

女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

走高跳

１２：３０

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

走高跳

１２：３０

女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

ジャベリックボール投

１３：００

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

ジャベリックボール投

１４：００

競技終了

１５：００

表彰式

１５：３０

【参加標準記録】（別紙参照）
手動

写真判定

◆５年男子１００ｍ

１４秒７

１４秒９０

◆５年女子１００ｍ

１５秒２

１５秒４０

◆６年男子１００ｍ

１３秒８

１４秒００

◆６年女子１００ｍ

１４秒４

１４秒６０

＊コンバインドは、昨年度の標準記録を採用し、２種目とも突破した場合、標準記録突破者とする。
◆男女混合リレー

５７秒４

５７秒６０

第35回全国小学生陸上競技交流大会岩手県大会参加標準記録
下記の標準記録を突破した場合，地区予選の順位が４位以下でも県大会に出場でき
る。
対象は，地区予選会で出された記録とし，その他の大会での記録，練習での記録は
対象にならない。
（標準記録は，昨年の岩手県ランキング３０位を目安に設定）
※写真判定記録は，盛岡，花巻，奥州，一関，遠野釜石，宮古，各地区予選での記
録。
久慈，二戸地区, 大船渡は手動計時での記録。
※風速は問わない。追い風が２ｍを越えた参考記録でもよい。
※大船渡地区のリレーは大会会場の関係で実施できないため、県大会参加を希望
する場合は、各チーム（校）１チームの県大会の参加を認めるものとする。
※コンバインドA、Bについては、実施種目の２種目とも下記標準記録を突破した場
合、県大会の出場権を得ることができる。
※ジャベリックボール投でなく，ソフトボール投を地区予選会で実施する場合は，下記
標準記録を適用する。

男 子

コ
ン
バ
イ
ン
ド
A

コ
ン
バ
イ
ン
ド
B

女 子

手動

写真判定

手動

写真判定

５年１００ｍ

１４秒７

１４秒９０

１５秒２

１５秒４０

６年１００ｍ

１３秒８

１４秒００

１４秒４

１４秒60

１４秒２

１４秒４０

１５秒０

１５秒２０

８０ｍハードル

走 高 跳

１ｍ２６

１ｍ１８

走 幅 跳

４ｍ００

３ｍ６０

ジャベリックボール投

４５ｍ００

３５ｍ００

（ソフトボール投）

５７ｍ００

４２ｍ００

手動

写真判定

５７秒４

５７秒６０

男女混合
４×１００ｍリレー

