
2021 年度第 75 回福岡県選手権大会兼国体選考会要項 

 

今大会は新型コロナウイルス拡大予防ガイドラインに添って実施する。 

 

１ 主 催  (一財)福岡陸上競技協会 

２ 後 援  福岡県教育委員会 

３ 期 日  令和３年（２０２１）年５月２日（日）・３日（月・憲法記念日） 

４ 場 所    東平尾公園博多の森陸上競技場 

           福岡市博多区東平尾公園２丁目１－２ 

５ 選手権種目 

   第１日目 

     一般男子  100m、400m、1500m、10000m、110mH、4×100mR 予選、4×400mR 予選、 

                  棒高跳、走幅跳、砲丸投、やり投、ハンマー投、十種競技前半 

     一般女子  100m、400m、1500m、10000m、100mH、4×100mR 予選、4×400mR 予選、 

           棒高跳、走幅跳、砲丸投、やり投、ハンマー投、七種競技前半 

   第２日目 

     一般男子  200m、800m、5000m、400mH、3000mSC、5000mW、4×100mR 決勝、4×400mR 決勝、 

           走高跳、三段跳、円盤投、十種競技後半 

     一般女子  200m、800m、5000m、400mH、5000mW、4×100mR 決勝、4×400mR 決勝、 

           走高跳、三段跳、円盤投、七種競技後半 

６ 国体少年種目 

   第１日目 

     少年男子共通 110mJH(高さ 0.991m) 

     少年男子Ｂ  走幅跳 

     少年女子Ｂ  100mYH(高さ 0.762m) 、砲丸投(４kg)    

   第２日目 

     少年男子Ｂ 100m、3000m、砲丸投(5kg) 

     少年女子Ｂ 100m、800m、走幅跳 

７ 記録会種目 

   第１日目 

     ｼﾞｭﾆｱ高校  男子 100m（1 校 2 名以内）、女子 100m（1 校 2 名以内）、 

   第２日目 

     ｼﾞｭﾆｱ高校  男子 5000m（1 校 5 名以内）、女子 3000m（1 校 5 名以内） 

     ｼﾞｭﾆｱ中学  男子 4×100mR（1 校 1 ﾁｰﾑ）、女子 4×100mR（1 校 1 ﾁｰﾑ） 

８ 中学生選抜種目 

   第１日目 

     男子 100m、1500m、110mH、走幅跳 

     女子 100m、800m、100mH、走幅跳 

   第２日目                                                

     男子 走高跳、砲丸投 

     女子 走高跳、砲丸投 

      ※選考基準 

        (1) 各種目 16 名を選抜 

        (2) 福岡県中学校新人大会６位以内 

    (3) 2021 年 3 月から 4 月 11 日までに県内で実施された競技会の公認記録上位から選抜  

 



９ 参加資格 

 (1) 日本陸上競技連盟の登録競技者で、福岡陸協に所属しているもの。 

 (2) 選手権種目び国体少年種目のエントリーについては、標準記録を 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 4 月 18

日までに突破したもの。 

 (3) 少年共通種目の出場者は、2003 年 4 月 2 日以降、2006 年 4 月 1 日までに生まれたもの。 

 (4) 少年Ｂ種目の出場者は、2005 年 4 月 2 日以降、2007 年 4 月 1 日までに生まれたもの。 

 (5) 選手権・国体少年及び記録会の同一種目にまたがって出場することはできない。 

 (6) 中学生は、選手権種目に出場することはできない。 

 (7)  上記(2)の参加条件以外で、福岡陸協が特別に推薦したもの。 

10 申し込み  

(1)福岡陸上競技協会ＮＡＮＳ２１Ｖ・ＷＥＢ登録による申し込みとする。  

(2)大会開始約１ケ月前から福岡陸協のホームページに申し込み情報を掲載するので、それを送信すること。

(間違ったところがあれば登録できないシステムになっています。）  

ファイルに2020年4月1日以降の公認最高記録、年、月、大会名、会場を入力すること。  

※公認記録他必要事項が明記していないものは受け付けない。  

11 申し込み先 

   福岡陸協のホームページに掲載する。 

12 申し込み締め切り 令和 3 年（2021 年）4 月 19 日（月） 午後 1 時とする。 

13 申し込み料 

   選手権の部   一 般 １種目 2,000 円、 混成競技 2,500 円、 リレー 2,500 円 

           高校生 １種目 1,000 円、 混成競技 1,500 円、 リレー 2,000 円 

   国体少年の部  中高生 １種目 1,000 円 

   記録会の部    高校生  １種目 600 円、 中学リレー 1,600 円 

   中学生選抜    中学生  １種目 400 円 

     本大会は、４月１９日（月）午後１時までに下記の口座に振り込むこと。振り込みがない場合は、

参加を認めない。 

   福岡銀行 大橋支店 ｻﾞｲ）ﾌｸｵｶﾘｸｼﾞﾖｳｷﾖｳｷﾞｷﾖｳｶｲ （普）1668711  

   入金番号 S５ 

   振り込みの際、入金番号、団体名か氏名を必ず記載をして振り込んでください。 

また、いかなる場合も、申し込み料は、返金しません。 

14 その他 

 (1) 本大会は選手権で６位までの入賞者が九州選手権大会の出場資格を得る。 

   （正当な理由があり本大会を欠場し九州選手権大会に推薦によって出場を希望するものは、本大会に    

参加申し込みをしたうえで大会当日までに申し出ること。） 

 (2) 本大会は国体選考会を兼ねる。7 月 10・11 日の国体選考会に出場できない成年の選手で、国体出場の

意志があり、「ふるさと選手制度」を使用する選手は、申込締切日までに福岡陸協宛「ふるさと登録

届」と「ふるさと選手制度使用申請届」を提出しなければならない。なお、ふるさと選手の件につい

ては福岡陸協事務局に問い合わせること。 

 (3) ナンバーカードは、令和２年度の登録番号とする。 

 (4) 競技会出場に際しては、健康診断を受けておくこと。大会中に生じた事故については、応急処置は行  

うが、それ以後は各人の責任で行うこと。主催者は、競技者と審判対象の傷害保険に加入しています。

補償は、この保険の範囲内とします。 

 (5) 競技時間は、プログラム編成後、福岡陸協ホームページに掲載する。電話による問い合わせには応じ  

ない。 

(6)日本スポーツ協会、日本陸上競技連盟、福岡陸上競技協会が示している、新型コロナウイルス感染症予

防ガイドラインを遵守し大会に参加すること。 

(7) 腋下体温が 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。(観戦者も同じ) 

(8) チームによる応援は行わない。集合等も極力控えること。 



(9) 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。 

(10) 各チームは、手洗い、うがいの励行の徹底。消毒液の準備をお願いする。 

(11) 状況により、中止・延期する場合がある。その場合は、福岡陸協ホームページに掲載する。 

 (12)各チーム参加者は控所で休憩する場合、対面での会話をしない、また、ソーシャルデイスタンスを

確保すること。 

(13)チームによる応援は行わない。集合等も極力控えること。 

(14)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。 

(15)各チームは、手洗い、うがいの励行の徹底。消毒液の準備をお願いする。 

(16)その他、試合注意事項を 2 週間前には福岡陸協ＨＰに掲載するので、理解の上、競技会に参加する

こと。 

(17)コロナの感染状況により、開催地自治体と連絡を取りなが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、福岡陸協ホームページ  に掲載する。 

(18)報道関係者は受付で体調管理チェック表（大会前）を必ず提出すること。提出がない場合は、取材

を許可しない。受付で渡されたビブスを必ず着用し取材すること。 

(19)大会エントリーしたチームは必ず１名以上の競技役員（審判）の協力をお願いする。  

(20)福岡陸協のホームページにアップロードしている、令和 3 年 2 月 28 日付け『福岡陸協における４月

以降の競技会開催方針及び観衆入場について』の文書を遵守すること。 

14 標準記録（選手権種目・国体少年種目のエントリー）  

選手権 男 子 選手権 女 子 

  100m 11"00 砲丸投 

 

10m00 

(6kg12m00) 

100m 12"70 砲丸投 9m00 

200m 22"50 200m 26"40 円盤投 28m00 

400m 51"00 円盤投 

 

27m00 

(1.75kg34m00) 

400m 1'00"50 ハンマー投 30m00 

800m 2'00"00 800m 2'19"00 やり投 34m00 

1500m 4'03"00 ハンマー投 36m00 

(6kg45m50) 

1500m 4'45"00 七種競技 3400点 

5000m 14'35"00 5000m 

 

17'30"00 

(3000m 9'35"00) 

少年女子Ｂ 

   10000m 

 

なし(高校生 

5000m14'25"00) 

やり投 48m00 100m 13"10 

十種競技 

 

なし(高校生 

八種4100点) 

10000m 

 

なし(高校生 

5000m16'50"00) 

800m 2’25”00 

110mH 16"80 100mYH 

中学100mH 

18"00 

15"40 400mH 57"80 少年男子共通 100mH 16"40 

3000mSC 9'55"00 110mJH 

 

 

16"00 

(110mH16"50) 

(110mMH15"50) 

400mH 1'09"00 

5000mW 26'10"00 5000mW 28'00"00 走幅跳 4m80 

 4×100mR な し 4×100mR な し 砲丸投 なし 

4×400mR な し 少年男子Ｂ 4×400mR な し  

走高跳 1m88 100m      11"60 走高跳 1m50  

棒高跳 3m60 3000m 

 

   9'08"00 

(1500m 4'16"00) 

棒高跳 2m30 

走幅跳 6m75 走幅跳 5m25 

三段跳 13m45 走幅跳 5m90 三段跳 10m80 

 

 

砲丸投 

 

10m20 

(6kg 9m50) 

 

 

 


