
第６６回全日本中学生通信陸上競技大会 静岡県大会 要項
～ アシックスチャレンジカップ ～

１．主 催 （公財）日本陸上競技連盟 (一財）静岡陸上競技協会
後 援 ＮＨＫ 朝日新聞社
協 賛 アシックスジャパン株式会社

２．期 日 ２０２０年８月１５日（土 ・１６日(日)）

３．会 場 小笠山総合運動公園静岡スタジアム エコパ

４．競技種目 （１）男子１６種目
１年１００ｍ １年１５００ｍ ２年１００ｍ ３年１００ｍ

［共 通］
２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １１０ｍＨ
４×１００ｍＲ 走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投（ ㎏）5

（ ）四種競技 競技順序 ①１１０ｍＨ②砲丸投( ㎏)③走高跳④４００ｍ4
（２）女子１２種目

１年１００ｍ ２年１００ｍ ３年１００ｍ
［共 通］
２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ ４×１００ｍＲ
走高跳 走幅跳 砲丸投
四種競技（競技順序 ①１００ｍＨ②走高跳③砲丸投④２００ｍ）

《 備考 （１）ハードルは次の規格で行う。》
0.914m男 子……１１０ｍＨ 個数１０台 高さ

13.72m 9.14m 14.02mインターバル － ‥
0.762m女 子……１００ｍＨ 個数１０台 高さ

13.00m 8.00m 15.00mインターバル － ‥
（２）四種競技は、１日で行う。

得点表は十種競技・七種競技のものを使用する
（３）砲丸投の砲丸は、男子 ㎏、女子 ㎏を使用する。5.0 2.721

５．競技規定 （１） 年度日本陸上競技連盟競技規則と本大会要項及び競技注意事項を適用する。2020
（２）トラック競技は写真判定とする。

６．参加資格 （１） 年度日本陸上競技連盟登録者で、2020
２００５年４月２日から２００８年４月１日に生まれた者。

（ ） 、 。２ 日常の活動状況から本大会への出場に差し支えなしと判断し 保護者が承諾した者
（３）新型コロナウイルス感染症についての健康体調管理チェックシートを大会当日提出

した者。

７．参加制限 （１）１人１種目とする。但しリレーは除く。
（２）学年別種目は該当学年の生徒に限る。学年別種目のあるものについては共通種目へ

の参加はできない。
（３）競技運営上、全ての種目に参加標準記録を設定するので、遵守すること。

８．競技方法 （１）本大会は、 年度日本陸連競技規則、本大会要項及び競技注意事項により、2020
運営する。

1 1500m 1500m 3000m 1500m（ ） （ 、 、 、２ 競走競技の予選は 男子 年 男子共通 男子共通 女子共通
を除く）タイムレースとし、その上位８名で決勝を行う。

９．表 彰 （１）各種目の優勝者にバッチを、８位までに賞状を授与する。
（２）全国ランキング表彰は１０位までに賞状を授与する。

２０２０年 ７月２７日（月）～３０日（木）正午 まで （データ）１０．申込期間
８月 ５日（水）～ ７日（金） まで （振込）
８月１１日（火） 必着 （書類郵送）

１人１種目１２００円 リレー１チーム２０００円１１．参 加 料

１２．申込方法 （１）静岡陸上競技協会 から申込書をダウンロードし、注意事項を熟読の上、間違いHP
や洩れのないように入力し、電子メールで申し込み期間内に送付すること。
電子メール宛先 （ ｅｎｔｒｙ21．ｔｆ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ ）



（２）参加料は指定の口座に、指定期間内に学校名で振り込むこと。
その際、学校名は略称とし、静岡や浜松などは、付けない。

静岡銀行 伝馬町支店 普通 ０５６３２６３
振込先 一般財団法人 静岡陸上競技協会 会長 北澤晴樹（ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｷ）

○口座名義は同じでも、大会ごとに口座番号が異なるので注意する。
○振込手数料は参加者が負担すること。

（３）提出するもの（ 期限 ８／１１（火） ）
１ 申込書（プリントアウトしたもの）
２ 参加料の振込用紙のコピー

（４）提出先 各地区部長

東部申込先 〒 三島市徳倉 三島市立北上中学校411-0044 767-2
055-986-8766木 下 佳 彦 TEL

中部申込先 〒 静岡市駿河区中野新田 静岡市立大里中学校422-8051 57-5
054-285-0185西 井 勝 章 TEL

西部申込先 〒 浜松市西区佐浜町 浜松市立湖東中学校431-1114 4540
053-486-0054松 野 大 樹 TEL

１３． ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国中学生陸上競技大会 のリレー参加チームの静岡陸協推薦についてJOC 2020
本大会の男女リレー優勝チーム（中学校単独最上位チーム）を、陸協推薦チームとする。

１４．備 考 （１）領収書は大会当日、学校受付にて配布する。
（２）プログラムは有料配布（予約１部５００円、当日６００円）
（３）競技中に発生した傷害や疾病については、主催者では応急手当を施すが、その後の

。 。責任は負わない よって各団体および個人は必ずスポーツ障害保険に加入すること
大会参加にあたり 「参加同意書」と「体調管理表」の提出を義務とする。添付資料（４） 、
をダウンロードし、必要部数を各チームで配布し、記入の上、当日朝のチーム受付
で代表者（チーム責任者または監督）が取りまとめて提出すること。

。※ 本大会主催者はこの大会に参加する総ての競技者の個人情報を競技運営に必要とする要件等に利用する
また競技者は大会プログラム・インターネットおよび映像（肖像権）に、姓名・年齢（学年 ・所属および）
大会成績が掲載・転載により公開されることを了承の上、参加申し込みをする。

※ 天候や流行性疾病等で、競技会が中止、途中で打ち切りの場合でも 「主催者の責によらない事由」とし、
て参加料等の返金はしないので、了承の上申し込むこと。

※ 大会の開催や中止、競技時間、連絡等については、静岡陸協 に掲載を予定している。HP

１５．参加標準記録
男 子 大会参加標準記録 女 子 大会参加標準記録

１３”００ １４”００１年１００ｍ １年１００ｍ
１２”５０ １３”８０２年１００ｍ ２年１００ｍ
１２”００ １３”６０３年１００ｍ ３年１００ｍ
２５”００ ２８”５０共通２００ｍ 共通２００ｍ
５５”００共通４００ｍ

２’１２”００ ２’３０”００共通８００ｍ 共通８００ｍ
５’００”００１年１５００ｍ
４’４０”００ ５’０５”００共通１５００ｍ 共通１５００ｍ
９’４５”００共通３０００ｍ

１７”５０ １７”００共通１１０ｍＨ 共通１００ｍＨ
４６”５０ ５２”５０共通４００ｍＲ 共通４００ｍＲ
１ｍ６０ １ｍ４０共通走高跳 共通走高跳
設定なし共通棒高跳
５ｍ５０ ４ｍ５０共通走幅跳 共通走幅跳
９ｍ００ ９ｍ００共通砲丸投 共通砲丸投

１８００点程度 １８００点程度共通四種競技 共通四種競技
110mH 18"80 100mH 18"40

参 参各種目約450点の記録 各種目約450点の記録砲丸投 9m40 砲丸投 8m80
考 考走高跳 1m58 走高跳 1m35

400m 58"90 200m 30"50
※平成３１年４月２日～申し込み期日までの記録を採用する。

各地区部長に連絡し、※記録がないが、標準記録突破の力が十分にある選手については、
こと。出場許可を得る


