
陸 上 競 技 大 会 要 項                                    

（第４９回 全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会） 

 
  主 催  福 岡 県 中 学 校 体 育 連 盟                 福 岡 県 教 育 委 員 会                 (一財)福岡陸上競技協会              
        北 九 州 市 教 育 委 員 会              
    主 管  北 九 州 市 中 学 校 体 育 連 盟 
  後 援  (公財)福岡県スポーツ協会            (公財)北九州市スポーツ協会               西 日 本 新 聞 社              
 
１．大 会 名  第７４回福岡県中学校陸上競技大会（第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会） 
２．期  日  令和４年７月２７日（水）受付9:00 監督会議9:30 開会式10:00 競技開始10:50 
              ２８日（木）競技開始9:00 閉会式12:30 
３．会  場  北九州市本城公園 本城陸上競技場  
        北九州市八幡西区御開4-16-1   093-692-0886 
４．参加制限  （１）各種目４地区６名，リレー６チームとする。（筑豊地区は５名，５チーム，京築地区は 
           ３名，３チームとする） 
        （２）男子棒高跳は，県大会オープン参加とする。 
        （３）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。 
           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）リレーは学校単位とし，１チーム６名以内とする。ただし，低学年リレーは， 
           ２年２名以上・１年２名以上を登録し，走順は２年－１年－１年－２年とする。 
５．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点を減じて６位１点とする。 
６．競技規則  ２０２１年度公益財団法人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）バーの上げ方は次のようにする。（但し，天候と会場の状態により考慮する。） 
           走高跳 （男子）１５５，１６０，１６５，１７０～３ｃｍ （２ピットを使用する。） 
                   （女子）１３５，１４０，１４５ ～ ３ｃｍ   （２ピットを使用する。） 
           棒高跳     ２２０，２４０，２６０，２７０ ～１０ｃｍ 
        （２）走幅跳は，次の計測ラインを設け，それ以下は測定しない。 
           但し，天候により変更することもある。 
               （男子）５ｍ４０ｃｍ （女子）４ｍ３０ｃｍ 
        （３）抗議は，正式発表後直ちに各地区専門部長を通じて審判長に申し出ること。 
        （４）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50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
にかかわらず出場を認めない。リレーの場合は，招集完了時刻の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ならないので改めて15分
前までに招集を受けること。 

        （５）棒高跳は得点より除く。 
        （６）トラック競技でタイムにより次のラウンドの出場者を決めるときに同記録者があるとき 
           は，レーンに余裕がある場合，異なる組の時だけ，着差判定を行わず次のラウンドに進 
           めるようにする。それが不可能であるときは，写真判定主任が写真を拡大（1/1000秒以 
           上の差が認められた場合）して進出者を決める。それでも決められないときは，同記録 
           者が抽選をして進出者を決定する。（競技規則１６７条を適用） 
        （７）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（部活動指導員を含む）とする。 
           但し，教育職員（部活動指導員を含む）以外のコーチは校長が認め，県中体連に登録し承 
           認を受けたものとする。 
        （８）ナンバーカードは，陸上競技協会のナンバーカードとする。ただし，登録してない者

は，学校に定められている番号で，Ｂ５の大きさの白布に男子黒，女子赤で胸背部につ
ける。（字の大きさは1.5cm以上） 

                （９）リレー走者は，全員同一ユニフォーム（上衣）を着用すること。 

  

令和４年度 

福岡県中学校  



７．参加資格  県総体開催基準及び「特別規定」による。 
 
８．参 加 料      登録選手一人につき１，５００円とする。（大会当日の学校受付時に徴収する。） 
 
９．種  目  ＜男子＞ 
        （１）共通種目（１・２・３年共通） 
             200ｍ，400ｍ，800ｍ，3000ｍ，110ｍH，4×100ｍﾘﾚｰ， 
             走高跳，走幅跳，砲丸投 
        （２）低学年種目（１・２年のみ） 
             100ｍH，４×100ｍﾘﾚｰ（２年－１年－１年－２年） 
        （３）学年別種目          
             １年1500ｍ，２年1500ｍ，３年1500ｍ，三段跳（３年生のみ） 
             １年100ｍ， ２年100ｍ， ３年100ｍ 
        （４）奨励種目 
                棒高跳 
       ＜女子＞ 
        （１）共通種目（１・２・３年共通） 
             200ｍ，1500ｍ，100ｍH，4×100ｍﾘﾚｰ， 
             走高跳，走幅跳，砲丸投（2.721kg) 
        （２）低学年種目（１・２年のみ） 
             80ｍH，４×100ｍﾘﾚｰ（２年－１年－１年－２年） 
        （３）学年種目 
             １年 800m ２年 800m  ３年 800m  
                          １年 100m ２年 100m  ３年 100m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１日目 
 
7月27日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
   １．２女 800  予選（３組２着＋２）10：50  18．１男 100 決勝                14：40  
   ２．３女 800  予選（３組２着＋２）11：05  19．２男 100 決勝                  ：45  
   ３．１女 100  予選（４組１着＋４）  ：20  20．３男 100 決勝                  ：50 
   ４．２女 100  予選（４組１着＋４）  ：35  21．２男 1500 決勝（２組ﾀｲﾑﾚｰｽ）   ：55 
   ５．３女  100  予選（４組１着＋４）  ：50  22．低女  80H  決勝         15：10  
   ６．１男  100  予選（４組１着＋４) 12：05  23．共女 100H  決勝          ：15 
   ７．２男 100  予選（４組１着＋４）  ：20  24．低男 100H  決勝          ：25 
   ８．３男 100  予選（４組１着＋４）  ：35  25．共男 110H  決勝          ：30 
  ９．共男 400  予選（４組１着＋４）  ：50  26．２女 800 決勝                  ：40 
  10．低女  80H  予選（４組１着＋４) 13：10    27．３女 800 決勝                  ：45 
  11．共女 100H  予選（４組１着＋４） ：25    28．１女 800 予選（３組２着＋２）  ：50 
   12．低男 100H  予選（４組１着＋４）  ：40    29．共男 400 決勝        16：05 
   13．共男 110H  予選（４組１着＋４）  ：55    30．低女4×100R    予選（４組１着＋４）16：10 
  14．３男 1500  決勝（２組ﾀｲﾑﾚｰｽ）  14：10  31．共女4×100R    予選（４組１着＋４）  ：25 
  15．１女 100  決勝         ：25  32．低男4×100R    予選（４組１着＋４）  ：40 
   16．２女 100  決勝         ：30  33．共男4×100R    予選（４組１着＋４）  ：55 
  17．３女 100  決勝         ：35   

   
  ○跳 躍  １．共男 三段跳 決勝    11：30      ３．共男 走高跳 決勝  13：30  
       ２．共男 棒高跳 決勝   12：00       ４．共女 走幅跳 決勝  14：00   
  ○投てき １．共女 砲丸投 決勝   11：30                                                
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
２日目 
 
7月28日 
 

                                                                                         
   １．共男 3000 決勝          9：00  ８．共男 200 決勝                11：10 

２．共男 800 予選（３組２着＋２） ：15  ９．１女 800 決勝                 ：15 
   ３．共女 200 予選（４組１着＋４） ：30  10．共男 800 決勝                  ：20 
   ４．共男 200 予選（４組１着＋４）  ：45  11．低女4×100R    決勝          ：40 
   ５．共女 1500 決勝（２組ﾀｲﾑﾚｰｽ） 10：00  12．低男4×100R    決勝                 ：45 
   ６．１男 1500 決勝（２組ﾀｲﾑﾚｰｽ）  ：15  13．共女4×100R    決勝                  ：50 
   ７．共女 200 決勝        11：05  14．共男4×100R    決勝                  ：55 

   
  ○跳 躍  １．共男 走幅跳 決勝     9：30       ２．共女 走高跳 決勝     9：30  
 ○投てき １．共男 砲丸投 決勝    9：30                                           
  



10．当日練習  ・会場 本城陸上競技場 
        ・時間 ７月２７日（水）8:00～   
 
11．申し込み締切り  ７月２２日（金）17：00締切り 各地区でまとめて北九州市中体連の専門部長に提出 
                      （①参加校一覧 ②個票 ③成績一覧表 ④地区大会プログラム ⑤データディスク） 
 
12．そ の 他  本大会において，九州大会および全国大会への参加資格を得たチームおよび個人は，九州大

会，全国大会に参加する義務を負うものとする。また，本大会は，新型コロナウイルス感染症
予防の観点から，無観客もしくは，観戦を制限する。詳細は，感染状況を加味し，各地区専門
部又は，福岡陸協ホームページに掲載する。体調管理チェックシート（福岡陸協作成の【大会
前/提出用】体調管理チェックシート）を主催者に，参加同意書（福岡県中体連作成の同意書）
を各学校に必ず提出すること。 

 
①開会式，閉会式について 

        （１）原則として大会参加生徒は全員開会式・閉会式に参加すること。 
                      ただし，新型コロナウイルスの感染状況により，開会式・閉会式を中止することがあ 

る。 
       ②九州大会出場者の選考について 
        （１）上位２名（チーム）は，九州大会の参加義務を負う。 
       ③全日本中学校選手権大会リレー出場チームの選考について 
        （１）男子４×100ｍﾘﾚｰ，女子４×100ｍﾘﾚｰは，通信陸上大会の優勝チームとする。  
              ④全国大会は，１人１種目です。（リレーは除く）２種目標準突破をした選手は，全国大会申込 
        み時に，出場する種目を１種目に決めてください。 
       ⑤競技注意事項及び確認事項を，理解の上参加すること。（福岡陸協HP及び県中体連HP掲載） 
       ⑥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。 

⑦競技中に生じた負傷及び疾病については，主催者において応急処置は行うが，それ以後の責任
は負わない。 

⑧主催者は，個人情報保護に関する法令を遵守し，福岡県中学校体育連盟の個人情報保護方針に
基づき取り扱います。なお，取得した個人情報の利用については，プログラムへの氏名・学年
の記載，参加資格の確認，電光掲示板への氏名・学年の記載，大会成績（新聞報道・ホームペ
ージも含む）の公表，その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。 

⑨AEDについては，本城陸上競技場事務所に設置している。 
⑩Jアラート警報時は，試合を一時中断し，屋根のある場所にて安全を確保する。警報が解除さ
れ次第，試合を再開する。 

⑪新型コロナウイルス感染症拡大予防のため，日本陸上競技連盟及び福岡県陸上競技協会，福岡
県中学校体育連盟の定める感染対策ガイダンスを遵守すること。 

⑫本大会は、新型コロナウイルス感染症予防に努めつつ、有観客で大会を実施する。有観客の条
件は、福岡陸上競技協会のものに準ずるので、ＨＰを確認すること。体調管理チェックシート
(福岡陸協作成の【大会前/提出用】体調管理チェックシート)を主催者に必ず提出すること。 


