
第４２回 千葉県高校陸上競技記録会 

第７７回 国体陸上競技会第三次選考会要項 

 

1 主  催  （一財）千葉陸上競技協会 千葉県教育委員会 

2 後  援   （公財）千葉県スポーツ協会 

3 主  管  千葉県高等学校体育連盟陸上競技専門部 

4 期  日  ２０２２年５月２８日(土) ５月２９日(日) ６月４日(土) ６月５日(日) 

5 時  間  受付 ８時３０分  競技開始 ９時 

6 会  場  千葉県総合スポーツセンター 陸上競技場 第２陸上競技場 

       〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 TEL 043(252)7311 

7 種  目   

５月２８日(土)  

陸上競技場 

男 
子 

少年Ａ １１０ｍJＨ・３００ｍH・棒高跳・ハンマー投 

女 
子 

少年Ａ １００ｍYH・３００ｍH  

少年Ｂ １１０ｍJＨ・３００ｍH・棒高跳・ハンマー投 少年Ｂ １００ｍYH・３００ｍH 

共通 ４００ｍ・３０００ｍW・５０００ｍW 共通 
４００ｍ・３０００ｍW・５０００ｍW 
三段跳・ハンマー投 

 第２競技場 

男 
子 

少年Ａ ５０００ｍ 
女 
子 

少年Ａ  

少年Ｂ ３０００ｍ 少年Ｂ  

共通  共通  

 

５月２９日(日) 

陸上競技場 

男 
子 

少年Ａ 走幅跳・円盤投 
女 
子 

少年Ａ 円盤投 

少年Ｂ 走幅跳・円盤投 少年Ｂ 円盤投 

共通 ２００ｍ・１１０ｍH ・３０００ｍSC 共通 ２００ｍ・１００ｍH・棒高跳 

第２競技場 

男 
子 

少年Ａ  
女 
子 

少年Ａ ８００ｍ 

少年Ｂ  少年Ｂ ８００ｍ 

共通 ８００ｍ 共通  

 

６月４日(土) 

陸上競技場 

男 
子 

少年Ａ ３００ｍ・やり投 
女 
子 

少年Ａ １００ｍ・３０００ｍ・やり投 

少年Ｂ ３００ｍ・やり投 少年Ｂ １００ｍ・３０００ｍ・やり投 

共通 ４００ｍH・三段跳 共通 ４００ｍH・走高跳 

 第２競技場 

男 
子 

少年Ａ ３０００ｍ 
女 
子 

少年Ａ  

少年Ｂ ５０００ｍ 少年Ｂ  

共通  共通  

 

 ６月５日（日） 

陸上競技場 

男 
子 

少年Ａ １００ｍ 
女 
子 

少年Ａ ３００ｍ・砲丸投 

少年Ｂ １００ｍ 少年Ｂ ３００ｍ・砲丸投 

共通 走高跳・砲丸投 共通 走幅跳 

 

第２競技場 

男 
子 

少年Ａ  
女 
子 

少年Ａ  

少年Ｂ  少年Ｂ  

共通 １５００ｍ 共通 １５００ｍ 



8競技上の規定及び方法 

       2022年度日本陸上競技連盟競技規則によるもののほか、次による。 

       (1) 少年男子共通110mHの、ハードルの高さ/ハードル間は、1.067m/9.14mとする。 

(2) 少年男子A・B110mJHの、ハードルの高さ/ハードル間は、0.991m/9.14mとする。 

(3) 少年男子A・B300mHのハードルの高さは、0.914mとする。 

       (4) 少年男子共通400mHのハードルの高さは、0.914mとする。 

(5) 少年男子共通砲丸投の砲丸及びの重さは、6.000kgとする。 

(6) 少年男子A円盤投の円盤の重さは、1.750kgとする。 

(7) 少年男子B円盤投の円盤の重さは、1.500kgとする。 

       (8) 少年男子A・Bハンマー投のハンマーの重さは、6.000kgとする。 

(9) 少年男子A・Bやり投のやりの重さは、800gとする。 

       (10) 少年女子共通100mHの、ハードルの高さ/ハードル間は、0.838m/8.50mとする。 

（11）少年女子A・B100mYHの、ハードルの高さ/ハードル間は、0.762m/8.50mとする。 

（12）少年女子A・B300mHのハードルの高さは、0.762mとする。 

（13）少年女子共通400mHのハードルの高さは、0.762mとする。 

（14）少年女子A・B砲丸投の砲丸の重さは、4.000kgとする。 

（15）少年女子A・B円盤投の円盤の重さは、1.000kgとする。 

（16）少年女子共通ハンマー投のハンマーの重さは、4.000kgとする。 

（17）少年女子A・Bやり投のやりの重さは、600gとする。 

9 出場資格  (1) 千葉県高体連登録者で、学校長と保護者の出場承認を得た者である。 

(2) 年齢の計算は、令和４年４月１日を基準とする。 

少年Ａ 平成１６年４月２日より平成１８年４月１日までに出生した者。 

少年Ｂ 平成１８年４月２日より平成１９年４月１日までに出生した者。 

10競技規則  ２０２２年度日本陸上競技連盟競技規則及び大会申し合わせ事項による。 

11出場制限  原則として１人３種目までとする。 

12申込方法  様式Ａの申込一覧表と参加料の銀行振込の写しを添えて、期日厳守で申し込むこと。 

その際、様式Ａのデータを必ずメールで送付する。 

メール先  chiba_koukoukirokukai@yahoo.co.jp 

13参加料等  (1) １人１種目 ７００円 

(2) 振込先 千葉銀行「穴川特別出張所」普通預金 

店番号  ０６３ 

口座番号 ３０９１４５５ 

口座名義 高校陸上競技記録会 代表 香取憲吾 

        (3) 参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

14申込期日  郵送の場合      令和４年５月１１日（水）１６時厳守 

総体に持参される場合 令和４年５月１２日（木）１６時厳守 

15申 込 先  〒287-0003 香取市佐原イ８６１ 

千葉県立佐原白楊高等学校 香取憲吾 宛 

16表  彰  行わない。 

17個人情報と肖像権の取扱いについて 

       主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し（一財）千葉陸上競技協会個人情報保護方針に基づき取り扱う。

尚、取得した個人情報と大会の模様の写真等は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、認め

られたホームページでの公開、その他競技運営及び連絡等に利用する。 

18競技会開催にあたっての新型コロナ感染防止について 

(1)  感染防止のため本大会は無観客での開催とするので、競技会関係者以外の競技場への立ち入りを禁止する。 

(2) ３密を回避する。 

(3) 手洗い・手指の消毒・洗顔を徹底する。運動時を除きマスクの着用をする。 

(4) 医師、医療機関との連携・協力を図る。 

(5) 多くの人が頻繁に触れる箇所を清掃・除菌し、清潔な環境を保つ。 



(6) 体調管理を徹底する。 

(7) 競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場合には最寄りの医療機関に報告・相談後、必ず大 

会主催者である、千葉陸上競技協会に連絡する。 

（8）参加競技者は、別掲の新型コロナウイルス感染症の体調管理チェックシートを参加当日、必ず本部に提出す 

ること。提出がない時は競技会に出場できない。 

また、毎日の検温を義務づける。体調が良くない場合（当日、朝の検温で37.5℃以上の発熱・咳・咽頭痛な

どの症状がある）、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日以内に政府からの入

国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航または、当該在住者との濃厚接触がある場

合は自発的に出場を控える。 

（9）感染防止対策には万全を期すが、感染してしまったとしても、主催者は責任を負うことはできない。 

19開門・場所取りについて 

       高体連要項冊子を参照 

20備  考   (1) 健康診断を受けてから出場することが望ましい。 

       (2) スポーツ障害保険に加入していることが望ましい。 

 (3) 競技中に発生した事故については応急措置を主催者で行うが、以後の責任は負わない。 

        (4) 高校生は２０２２年度、高体連陸上競技専門部より割り当てられたアスリートビブスを使用する。 

        (5) 競技会運営上、制限時間を設けて競技を打ち切ることがある。 

        (6) シューズについてはTR：５シューズのとおりとする。 

               (7) 3000ｍSC及びやり投に出場する選手はスパイクシューズを着用すること。 

  (8) 競技日程はプログラム編成会議終了後千葉県高体連陸上競技専門部ＨＰに発表する。 

(9) 参加記録は原則ベスト記録を記入する。 

（10）今年度の国体実施種目で１５位までの入賞者は、国体最終選考会への出場資格を得る。 

（11）今年度の国体では成年男子三段跳、成年女子５０００ｍ競歩、成年女子棒高跳において、少年区分から 

もエントリーができる。但し、国体最終選考会への出場については、指定された期日までに標準記録を突

破した者とする。 

        (12) 本大会は「ワールドランキング対応競技会（予定）」である。 


