令和３年度
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兼秩父宮賜杯第 74 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
東北地区予選会実施要項
〈主

催〉

〈共
〈後
〈主

催〉
援〉
管〉

東北高等学校体育連盟
岩手県教育委員会
東北陸上競技協会
岩手県
北上市
北上市教育委員会
（公財）岩手県体育協会
北上市体育協会
東北高等学校体育連盟陸上競技専門部
岩手県高等学校体育連盟
（一財）岩手陸上競技協会

１ 期

日
競 技
令和３年６月 19 日（土）～ 22 日（火）
（開会式・閉会式は実施しない）

２ 会

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

FAX 0197－67－6721

３ 種
目
◎男子（21 種目）
100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mH、400mH、3000mSC、5000mW、
４×100m、４×400m、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、
ハンマー投、やり投、八種競技
◎女子（21 種目）
100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、100mH、400mH、5000mW、４×100m、
４×400m、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、やり投、
ハンマー投、七種競技
※オープン種目 2000mSC
４ 競技規定
2021 年度（公財）日本陸上競技連盟規則による
５ 競技方法
（１）学校対抗とする。なお、県対抗を兼ねる。
（２）男女別の合計によって学校並び県の順位を決定する。
（３）各種目の得点は、１位６点、２位５点、３位４点、４位３点、５位２点、６位１点
とする。
６ 引率・監督
（１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長
の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学
校教育法施行規則 78 条の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」
に引率を委嘱する校長は、都道府県高体連会長に事前に届ける。
（２）監督は、校長が認める指導者とし、それが、外部指導者の場合は、傷害・賠償保険
（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。
- 1 -

７ 参加資格
（１）令和３年度全国高等学校総合体育大会に準ずる。
（２）都道府県陸上競技協会を経て、令和３年度（公財）日本陸上競技連盟に登録された
競技者であること。
（３）競技者は、各県予選会において東北大会出場資格を得たものに限る。
（４）年齢は平成 14 年(2002 年)４月２日以降に生まれた者とする。ただし、同一学年で
の出場は１回限りとする。
（５）チームの編成において、全日制課程・通信制課程・定時制課程の生徒の混成は認め
ない。
（６）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認
める。
（７）転校後、６ヶ月未満の者は参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ずる。)
ただし、一家転住等やむを得ない場合は、各都道府県高等学校体育連盟会長の許可
があればこの限りではない。
（８）出場する競技者は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要
とする。
（９）参加資格の特例については、全国高等学校総合体育大会に準ずる。
８ 出場制限
（１）出場は各種目とも各県予選会６位までの入賞者とする。
ただし、走高跳・男子棒高跳は、各県予選６位までの入賞者６名、女子棒高跳は４
位までの入賞者４名とする。
また、男女 5000mW・八種競技・七種競技と女子三段跳・女子ハンマー投は各県４位
までの入賞者とする。
（２）１校１種目３名以内とする。ただし、リレーは１チーム６名以内とし、同一人は３
種目以内（リレーは除く）とする。
（３）外国人留学生の参加については、令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競技の
要項に準ずる。
９ 参加申込について
（１）申込書類
各県専門部委員長が下記書類を一括して申込むこと。
① 参加申込一覧表（様式１）に必要事項を記載し押印の上、提出すること。
データについても電子メールにて送信すること。
（電子メール送信先）
ptf9-hikaru-k@iwate-ed.jp
担当：岩手県立盛岡工業高等学校
菊池
光 宛
送信締め切り：６月３日（木）
②県予選会成績一覧表（各県様式）男女各１部。
③参加校・参加料納入一覧表（様式２）
④各県役員名簿及び参加人数・役員（様式３）
⑤ハンマー投 右投げ・左投げ調査用紙（様式４）
⑥県予選会プログラム１部（訂正済み。記録記載はなくてもよい。）
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（２）申込先

〒024－0051 岩手県北上市相去町高前壇 13
岩手県立北上翔南高等学校内
髙屋敷 真悟
TEL 0197－71－2123
FAX 0197－71－2161

宛

（３）申込期日
令和３年６月４日（金）必着
10 参 加 料
（１）金額
一人 2,500 円（アスリートビブス代含む）
（２）納入方法
＜銀 行 名＞ 岩手銀行 北上支店（店番０１６）
＜口座番号＞ 普通 ２２０３４１４
＜口 座 名＞ 県高陸 東北大会実行委員会 代表
（３）納入期日
令和３年６月４日（金）

髙屋敷

真悟（たかやしき しんご）

11

表
彰
学校対抗：（ア）男子・女子総合優勝校にそれぞれ優勝旗を授与し、第６位まで
の学校を表彰する。
（イ）トラック及びフィールド成績第３位までの学校を表彰する。
個
人： 種目別第６位までの者を表彰する。なお、表彰を受ける競技者は、競
技用ユニフォームで受賞すること。
県
別： 県別対抗は発表のみとし、表彰は行わない。

12

宿
泊
岩手陸上競技協会ホームページ（http://iwate-rk.com/）中の高体連のバナーから、
参加各校で大会・宿泊要項・宿泊申込シートをダウンロードし、メールまたは FAX に
て直接旅行業者に申し込むこと。

13 諸 会 議
（１）監督会議

（２）東北地区委員会

日
会

時
場

令和３年６月18日（金）
北上陸上競技場室内走路

14：00
第３・４会議室

日
会

時
場

令和３年６月18日（金） 12：30
北上陸上競技場メインスタンド２Ｆ

控え室

14 個人情報の取り扱いに関して
（１）本大会に関して寄せられた個人情報は、本大会の目的以外に使用することはない。
（２）参加申込書の提出により、上記（１）の取り扱いに承諾したものとみなし、氏名
・学校名・学年・都道府県・記録の紹介や掲示板に掲載し、本大会が認めた報道機
関にも公表する。また、入賞者に対しては、インタビュー室でのインタビューがあ
り、その他競技場外で取材を受けることがある。
（３）本大会が認めた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会報告書・ホーム
ページ等で公開されることがある。
（４）本大会が認めた報道機関等が撮影した映像が、中継・録画放送されることがある。
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15 連絡事項
（１）プログラムは 1 部 1,300 円（当日販売 1,500 円）
※各校のエントリーした競技者は、プログラムを全員購入するものとする。
（２）競技中の疾病、障害などの応急手当は主催者で行うが、その後の責任は負わない
ものとする。参加者は、健康保険証を必ず持参すること。
（３）本大会は「無観客」にて開催する。なお、参加者は主催者が講じる感染防止対策
を遵守すること。
（４）参加者は必ず引率教員によって引率され、選手のすべての行動に対して引率教員
が責任を負うものとする。
（５）アスリートビブスは主催者が作成し、監督会議時に配布する。
（６）競技用具は、棒高跳のポールを除き、競技場備え付けのものを使用すること。
（７）競技場はスパイクのピンは９mm 以内を使用すること。
ただし、走高跳・やり投は 12mm 以下とする。
（８）練習は、本競技場・補助競技場・投てき練習場を使用することとし、あらかじめ
設定された時間・場所で行うこと。
（９）棒高跳のポールの送り先は下記宛てとし、下記に示している期日・時間帯を指定
すること。
〒024－0051 岩手県北上市相去町高前檀27－36
岩手県北上市・北上総合運動公園 北上陸上競技場
TEL 0197－67－6720
FAX 0197－67－6721
指定日 ６月17日（木）～６月19日（土） ９：00～16：00
（10）会場での練習や、控え場所の確保は、詳細は別紙を参照のうえ、厳守すること。
（11）各校のテント・横断幕・のぼり等の設置については、別紙｢競技場使用についての
注意事項｣を参照のうえ、厳守すること。
（12）各県のアスリートビブスは下記のとおり定める。従って、各県では参加申込一覧
（申込データ）に番号を記入のうえ申し込むこと。
青森県
秋田県

2001～2999
5001～5999

岩手県
山形県

3001～3999
6001～6999

宮城県
福島県

4001～4999
7001～7999

※但し、3000m、5000m、2000SC、3000mSC、5000mWの競技については別アスリート
ビブスを使用する。競技開始時刻１時間前までに招集所に受け取りに来ること。
その際は、上記割り当ての正規アスリートビブスを持参すること。
16

大会関係情報の掲載について
（１）掲載場所：岩手陸上競技協会ホームページ中「高体連」のバナー
URL：https://iwate-rk.com/koutairen.html
（２）掲載スケジュール
① 開催要項、競技日程、宿泊要項、感染拡大防止について【５月下旬】
② 競技注意事項、各種連絡事項【６月上旬】
他、アップロード情報や修正等は各県専門委員長を通して連絡するもの。
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