
                                                                      令和３年３月９日 

陸上競技部顧問各位 

東京都高体連陸上競技専門部 

第３支部長  山 本  享 

 

第７４回 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第３支部予選会要項 

 

１．主  催   （公財）東京陸上競技協会    東京都高等学校体育連盟  東京都教育委員会 

２．主  管   東京都高体連陸上競技専門部第２・３支部 

３．期  日   令和３年４月１７日（土）・１８日（日）  ９：００競技開始予定 

４．場  所   江戸川区陸上競技場  〒134-0087  江戸川区清新町２－１－１  電話 03-3878-3388 

５．種  目   ＜男子＞ １００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・５０００ｍ・４×１００ｍＲ 

４×４００ｍＲ・走高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投・円盤投・やり投  （１４種目） 

             ＜女子＞ １００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ・４×１００ｍＲ 

走高跳・走幅跳・砲丸投・円盤投・やり投  （１２種目） 

             ＜オープン種目 男子＞ １１０ｍＨ ４００ｍＨ ３０００ｍＳＣ 棒高跳 

＜オープン種目 女子＞ １００ｍＨ ４００ｍＨ ４×４００ｍＲ 棒高跳 三段跳 

★直接本大会に参加できる種目 

  （男子） 110ｍＨ 400ｍＨ 3000ｍＳＣ 5000ｍＷ 棒高跳 ハンマー投 八種競技 （7種目） 

  （女子） 100ｍＨ 400ｍＨ 5000ｍＷ 4×400ｍＲ 棒高跳 三段跳 ハンマー投 七種競技（8種目） 

※直接本大会に参加できる種目に出場する者は下記の参加標準記録(令和2年4月1日以降に出した公認記録）に到達してい

る者に限る。予選通過種目の申込時，本部が用意した所定の用紙に明記すること。その際，最高記録を申告すること。

記録を偽って出場したことが判明した場合，以後の大会への参加を認めない。 

  （男子） 110ｍＨ 17”00に到達している者。1年生に限り、昨年度中学規格（91.4cm/9.14m）で16”00（ジュニアオリン

ピックＡ規格（99.1cm/9.14m）の記録でも可）に到達した者も認める。 

 400ｍＨ 59”00に到達している者。 

 3000ｍＳＣ 10’10”00に到達している者。 

 八種競技 令和2年4月1日以降に出した公認記録のうち、3500点を越えた者、あるいは八種競技の種目中必ず1

種目について、令和2年度東京都高校50傑表（高体連記録委員会編集）に入っている者、もしくは相

当の記録を有する者。1年生においては、中学四種競技で2200点以上、もしくは八種競技での種目

中必ず1種目は50傑表に相当する記録（令和2年4月1日以降に出した公認記録）を有する者。ただし、

高校と同一規格の記録である事（中学規格のハードル・砲丸は除く）。 

 5000ｍＷ 標準記録を定めない。（スタート後30’00”00で競技打ち切り） 

 棒高跳 3m40に到達している者。  

 ハンマー投 25m00に到達している者。 

  （女子） 100ｍＨ 17”00に到達している者。1年生に限り、昨年度中学規格（76.2cm/8.00m）で16”00（ジュニアオリ

ンピックＡ規格（76.2cm/8.50m）の記録でも可）に到達した者も認める。 

 400ｍＨ 1’10”00に到達している者。 

 4×400ｍＲ 4’23”00に到達していること。(令和3年3月卒業のメンバーを含まない事。) 

 七種競技 令和2年4月1日以降に出した公認記録のうち、2500点を越えた者、あるいは七種競技の種目中必ず1

種目について、令和2年度東京都高校50傑表（高体連記録委員会編集）に入っている者、もしくは相

当の記録を有する者。1年生においては、中学四種競技で2200点以上、もしくは七種競技の種目中

必ず1種目は50傑表に相当する記録（令和2年4月1日以降に出した公認記録）を有する者。ただし、

高校と同一規格の記録である事（中学規格のハードル・砲丸は除く）。 

 5000ｍＷ 標準記録を定めない。（スタート後35’00”00で競技打ち切り） 

         棒高跳   2m20に到達している者。 

        三段跳   10m20に到達している者。 

ハンマー投 公認記録を有する事。 

 

   

 



６. 競技方法  １）２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則に準ずる。 

２）各種目の上位８名までに入賞した競技者とチームに賞状を授与し，東京都高等学校陸上競技対

校選手権大会（本大会）への出場権を与える。 

     ３）第７６回国民体育大会東京都代表選手の選考競技会とする。 

７．参加制限  １）同一人の出場は本大会直接出場種目を含めて３種目以内とする。但し，リレーは除く。本大会

直接出場種目についても支部予選会申込の際にＡ票に記入しておくこと。 

２）同一校の同一種目への出場人数は３名以内とする。リレー種目は１校１チームとする。 

３）本大会直接出場種目も含めて詳細は令和３年度主要大会日程要項冊子（総会時に配布予定）  

に記載してある。 

８．申込方法  下記の手順に従って指定期日までにメール申込を行い，必要書類を下記まで郵送，参加費を指定口

座に振込する。なお，申込は手順①→②の順でその両方を完了すること。 

手順① 東京都高体連陸上競技専門部第２・３支部ホームページの「３支部お知らせ」より支部予選会専用

の申込ファイルをダウンロードし，必要事項を入力して４月６日（火）１７時までにホームページ

の送信ページよりファイルを添付してメール申込を行う。なお，メール申込をすると受付したこと

を知らせる返信メールが届くので，もし，返信メールが届かない場合は必ず支部長まで連絡するこ

と。また，ダウンロードした申込ファイルのファイル名は学校名にすること。 

 

            ファイルダウンロード先： http://www.tokyokotairenrikujo.jp/ 

 

手順② 申込ファイルからプリントアウトしたＡ票（公印を押印したもの）を下記に郵送，大会参加費は下

記口座へ振り込む。参加費振込及びＡ票送付は４月７日（水）締切・必着とする。 

          ●参加費振込先： 三菱UFJ銀行 西池袋支店 普通口座 ０７８２９１１ 

                   東京都高体連陸上競技専門部 第三支部経理 和久井 直樹 

                  ※振込の際は、振込人名義に学校名を付けてください。 

                  ※送料、振込手数料は各校でご負担ください。 

                  ※第１回目JAAF登録振込先もこの口座になります。 

          ●Ａ票送付先： 〒114-8502 北区中里３－１２－１ 

                   聖学院高等学校 山本 享 宛 

 

☆大会申込確認事項（全てを行うこと）  

□申込ファイルのメール締切   ４月 ６日（火）１７：００まで ※第１回目登録締切も同様 

□必要書類郵送及び参加費振込  ４月 ７日（水）   ※第１回登録も合算で振込も可 

 

※上位大会につながる大会のため，エントリーが申込締切期日を過ぎた場合は受付できません。 

また，申込締切後の種目変更はできませんので，十分確認の上お申し込みください。 

 

９．参加費   個人１種目－６００円，リレー１チーム－１，２００円 

        プログラム１部－６００円（１校１部，男女参加校は２部以上必ず購入してください） 

10．新型コロナウイルス感染拡大防止にともなう注意 

① 競技者及び来場者に関して 

１）来場にあたっては、３つの密（密閉、密集、密接）を避け、参加競技者・荷物番の補助生徒２

名・マネージャー２名・団体責任者（保護者引率の場合は保護者可）のみで来場してください。

競技は無観客で行い、ＡＤカードを保持しない者の入場は認めません。ＡＤカードは指定され

たものを監督・コーチが印刷し、首から掛けいつでも見えるように徹底させてください。ＡＤ

カードは大会申込用ファイルの別シートにあります。 

２）以下の事項に該当する場合は、来場を見合わせてください。 

              ・体調がよくない場合（例．発熱（37.0℃以上は再検）、咳、咽頭痛などの症状がある場合）。 

３）以下の事項に該当する場合は、来場及び競技への参加を認めません。 

              ・当日の体温が37.5℃以上あり、強い倦怠感と息苦しさがある場合。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。 

４）競技者は競技会開催１週間前から検温を実施し、個人または団体ごとに指定の報告書に記載し



てください。管理は監督・コーチとし、大会中に主催者が求めた場合は提出できるようにして

おいてください。書式については高体連陸上競技専門部第２支部ＨＰより事前にダウンロード

してください。 

５）競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対し濃厚接

触者の有無等について必ず報告してください。 

② 来場及び競技の参加にあたって 

１）参加者は競技のウォーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は速やかに帰宅してく

ださい。 

２）来場にあたっては、マスク・マイタオルを持参し、運動時を除いては原則としてマスクを着用

してください。 

３）石けん等を用いた手洗い・手指消毒、うがい、洗顔を励行します。 

４）声を出しての応援、集団での応援は禁止とします。 

５）ウォーミングアップ・招集等については、競技役員の指示に従い、ソーシャルディスタンスを確 

          保してください。 

             ６）競技用具使用後は手洗いまたは手指消毒を行ってください。 

            ７）更衣室の利用、滞在は短時間で済ませてください（シャワールームの使用は禁止する）。 

８）飲食等の際は感染リスクが高くなる為、短時間・ソーシャルディスタンス・会話は控える等感

染防止に努め、換気の良い場所で行ってください。 

９）飛沫拡散を防ぐ為、応援や大声・近距離での会話は避けてください。 

１０）タオル、ペットボトル、コップ等の共用を控え、個人用を用意してください。また、ゴミは各

自で必ず持ち帰ってください。 

 

11．注意事項    １）アスリートビブス（ナンバーカード）は東京都高体連専用のものを使用してください。 

      ２）新型コロナウイルス罹患・拡散防止の観点から、サイドビブス（腰ナンバーカード、安全ピン

含む）は各校で用意してください。競技会当日、サイドビブス（腰ナンバーカード）用布地（無

地）を招集所付近にて販売します。 

                ３）参加校の引率責任者は必ず大会への引率をお願いします。また，各校１名以上の補助員を出し

て大会の運営にご協力をお願いします。 

                ４）大会中に出したゴミは競技場に残さないで，各自で自宅まで持ち帰ってください。また，近隣

にゴミを捨てて帰ることがないように，ご指導のほど重ねてお願いします。 

                ５）競技場の入場順は自動抽選によって決定し，入場の整列は８時頃から1500ｍスタート後方ゲー

トで行います。また，競技場への入退場は支部委員の先生方の指示に従ってください。 

                ６）記録順にプログラム編成をするので，ファイルには必ず最高記録を入力してください。なお，

リレー種目の最高記録はエントリーする選手のすべての欄に最高記録を入力してください。 

                ７）トラック競技に出場する競技者は，競技会当日に腰ナンバーカードを止めるための安全ピンも

各自で必ず用意してください。 

               ８）競技場敷地外にテントやシートを立てたり，場所取りをすることはできません。また，事前の

場所取りは競技場や他校に迷惑をかけることがないように，常識の範囲でお願いします。 

               ９）競技場の近隣の方から生徒に関する苦情（競技場から公道に出る出入口付近でミーティングを

行う，ごみを捨てる，団地内を通行する，車道を歩く等）が出ています。「ミーティングは競

技場正面玄関付近で行う」，「ごみは持ち帰る」，「団地内の通行禁止」，「車道の歩行禁止」

を徹底していただきますよう，ご指導とご協力をお願いいたします。  

 

12．都大会申込  大会２日目の４月１８日（日）午後３時頃から大会本部にて受付を行います。 

                １）参加費（個人１種目－１,０００円，混成競技－２,０００円，リレー１チーム－１,６００円）

及びプログラム代１部１,０００円（１校１部，男女校も１部以上必ず購入してください）の準

備をしておくこと。 

        ２）Ａ票は支部予選会のものをそのまま使用し，都大会直接種目とリレー種目はプログラム巻末の

「都大会直接種目及びリレー記入表（Ｂ票）」に必要事項を記入して準備する必要があります。

なお，Ａ票の返却と経理明細票の配付は大会２日目の４月１８日（日）午後１時頃から大会本

部で行います。 

        ３）都大会直接種目は公認記録を記入していただく必要があります。事前にご準備ください。 

 

 



第74回 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第２・３支部予選会競技日程（案） 

 

４月１７日（土）                                ４月１８日（日） 

［トラック］                                    ［トラック］ 

 ９：１５  男   １１０ｍＨ ＯＰ      ９：００  男  ３０００ｍSC ＯＰ 

       女   １００ｍＨ ＯＰ            男      ８００ｍ   予選 ③② 

          男      １００ｍ   予選 ②③                男      ２００ｍ   予選 ③② 

         女     １００ｍ   予選 ②③                  女      ２００ｍ   予選 ③② 

         男      ４００ｍ   予選 ②③                  男  ４００ｍＨ  ＯＰ 

         男    １５００ｍ   予選 ②③                  女  ４００ｍＨ  ＯＰ 

         男      １００ｍ   決勝 ②③                  女    ３０００ｍ   決勝 ③② 

         女      １００ｍ   決勝 ②③                  男      ８００ｍ   決勝 ③② 

         男      ４００ｍ   決勝 ②③                  女      ８００ｍ   決勝 ③② 

         女      ４００ｍ   決勝 ②③                  男      ２００ｍ   決勝 ③② 

         女    １５００ｍ   決勝 ②③          女      ２００ｍ   決勝 ③② 

         男    １５００ｍ   決勝 ②③                   男    ５０００ｍ   決勝 ③② 

              男  ４×１００ｍＲ  決勝 ②③          男  ４×４００ｍＲ  決勝 ③② 

              女  ４×１００ｍＲ  決勝 ②③               女  ４×４００ｍＲ  ＯＰ 

 

［フィールド］                                  ［フィールド］ 

 ９：３０    男        走高跳   決勝 ②③     ９：３０     女        走幅跳   決勝 ③ 

        女        三段跳   ＯＰ               女        円盤投   決勝 ③② 

              男        砲丸投   決勝 ②                   男     棒高跳  ＯＰ 

         男        砲丸投   決勝 ③              女    棒高跳  ＯＰ 

         男        三段跳   決勝 ②③            女        走幅跳   決勝 ② 

         女        やり投   決勝 ②③                  男        円盤投   決勝 ③ 

        女        走高跳   決勝 ②③              男        走幅跳   決勝 ③ 

         男        やり投   決勝 ②③            女        砲丸投   決勝 ③②   

                                      男        円盤投   決勝 ② 

                                     男        走幅跳   決勝 ② 

                                                                                              

＊競技日程は変更することがあります。正式な競技日程はホームページでご確認ください。 

  ＊②は２支部，③は３支部を表します。 

  ＊走高跳と棒高跳を除くフィールド種目はトップ８の試技を行います。 

＊都大会は，5月8日（土），9日（日），15日（土），16日（日）駒沢陸上競技場（ハンマー投のみ9日（日）日本大

学陸上競技場）で開催されます。 

 

 

 

 


