平成２２年度全国中学校体育大会
第３７回全日本中学校陸上競技選手権大会

要項
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目
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この大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広く陸上競技実践の機会を与
え、技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学
校生徒を育成するとともに、中学校生徒の相互の親睦をはかるものである。
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財団法人日本陸上競技連盟
鳥取市教育委員会
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鳥取陸上競技協会
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参加資格

中国中学校体育連盟

鳥取県教育委員会

鳥取県中学校体育連盟

文部科学省 全日本中学校校長会 全国都道府県教育長協議会
全国市町村教育委員会連合会 NHK 全国新聞社事業協議会 朝日新聞社
毎日新聞社 鳥取県 鳥取市 鳥取県中学校長会 鳥取市中学校長会
（財）鳥取県体育協会 鳥取市体育協会 鳥取県 PTA 協議会
鳥取市中学校 PTA 連合会 新日本海新聞社
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９：３０～１７：３０
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とりぎん文化会館梨花ホール
〒 680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町１０１－５
TEL ０８５７－２１－８７００
FAX ０８５７－２１－８７０５
コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場
〒 680-0944 鳥取県鳥取市布勢１４６－１
TEL ０８５７－３１－２２５５
FAX ０８５７－３１－０５７７

（１）都道府県中学校体育連盟に加盟する中学校の生徒で、校長が認めた者。
（２）年齢は、平成７年(１９９５年)４月２日以降に生まれた者に限る。
（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、都
道府県中学校体育連盟を通して財団法人日本中学校体育連盟に申し出ること。
（４）次の規定により第 37 回全日本中学校陸上競技選手権大会の参加資格を得た者。
① 都道府県で行われる第５６回全日本中学校通信陸上競技大会（以下「通信大
会」という)において、第２１項に定める標準記録に到達した者。
② 四種競技は、平成２２年４月２９日（祝・木）以降、７月３１日（土）まで
の間に行われた指定の大会（通信大会・総合体育大会以外に一つの競技会とす
る）において標準記録に到達した者。ただし、その競技会の開催規模は通信大
会に準じ、都道府県陸上競技協会が主催あるいは後援、主管するものとする。
（プログラムの表紙に記載する）四種競技のそれぞれの種目で標準記録を突破
しても、単独種目の参加は認めない。
③ 都道府県で行われる中学校総合体育大会（各都道府県中学校陸上競技大会）
において標準記録に到達した者。ただし、平成２２年４月２９日（祝・木）以
降、７月３１日までの間に実施した大会とする。競技規定は通信大会に準ずる。
④ 都道府県で標準記録の到達者が男女それぞれ２名に満たなかった場合は推薦
による男女各２名以内の参加を認める。（ただし四種競技を除く）
（例えば、男女ともに０の時は男子２、女子２の計４名。男子３、女子１の時
は女子１名。男子１、女子１の時は男子１、女子１の計２名を推薦できる）
また、開催都道府県については、標準記録到達者がいない種目に推薦による
１名の参加を認める。（ただし、四種競技は除く）なお、推薦による参加の場
合は一人１種目とする。（リレーは除く）参加競技一覧表、個人申し込み書と
も朱書きすること。
（５）「参加資格の特例」
① 学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、都道府県中学校体
育連盟の予選会に参加を認められた生徒であること。
② 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。
ア 全国大会の参加を認める条件
ａ）財団法人日本中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、
それを尊重すること。
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ｂ）生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学と一致している単独の学校で構
成されていること。
ｃ）参加を希望する学校にあたっては、運動部活動が学校教育の一環として、
日常継続的に当該校顧問教員の指導のもとに、適切に行われていること。
イ 全国大会に参加した場合に守るべき条件
ａ）全国大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に
従うとともに、大会の円滑な運営に協力すること。
ｂ）全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長または教員が生徒を引率
すること。また、万一の事故発生に備え、傷害保険に加入するなどして、
万全の事故対策を立てておくこと。
ｃ）大会開催に要する経費については、必要に応じて応分の負担をすること。
（６）個人情報の取り扱い（利用目的）
大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、財団法人日本中学
校体育連盟個人情報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適
正に取り扱う。また、取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会
運営上必要なプログラム編集及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表・
記録発表（記録集）等、その他競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加
する選手はこれに同意する。
８

参 加 料

９

引 率 者

（１）引率者・監督は、出場校の校長・教員とする。
（２）大会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は
出場校の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書」に必要事
項を記入し、大会事務局に参加申込時に提出すること。ただし、当該校以外の中
学校職員は外部指導者（コーチ）にはなれない。
（３）引率者の特例
全国中学校体育大会の個人種目の参加について、校長・教員が参加できず、校
長がやむを得ないと判断した場合に限り、「全国中学校体育大会引率細則」によ
り、校長が引率者として承認した外部指導者（コーチ）の引率を認める。
別紙「全国中学校体育大会引率細則」参照
（４）都道府県の代表監督は、当該県の中学校の校長または教員とする。
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種

（１）男子（１３種目）標準記録は別項の通り〔追い風参考記録は対象としない〕
１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、３０００ｍ、
１１０ｍ H、４×１００ｍ R（各都道府県１チーム・学校単独チーム）、
走高跳、棒高跳、走幅跳、砲丸投
四種競技（①１１０ｍ H ②砲丸投 ③走高跳 ④４００ｍ）
女子（１０種目）標準記録は別項の通り〔追い風参考記録は対象としない〕
１００ｍ、２００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、１００ｍ H、
４×１００ｍ R （各都道府県１チーム・学校単独チーム）、
走高跳、走幅跳、砲丸投
四種競技（①１００ｍ H ②走高跳 ③砲丸投 ④２００ｍ）
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競技規則

２０１０年度財団法人日本陸上競技連盟規則並びに申し合わせ事項によって行う。
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競技方法

競技は個人選手権とする。
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参加制限

（１）一人２種目以内とする。（リレーは除く）
（２）リレーは、男女とも都道府県１チームとするが、開催県は２チーム参加する
ことができる。
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表

（１）各種目の１位から３位にはメダル、１位から８位までには賞状を授与する。
（２）優秀競技者（男子１名、女子１名）には文部科学大臣賞を授与する。
（３）四種競技優勝者（男子１名、女子１名）には、ウイッシュマン賞を授与する。
（４）リレー優勝校には、優勝杯を授与する。優勝杯は持ち回りとし、翌年の大会
で返却し、レプリカを授与する。
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参加申込

目

彰

参加選手一人につき２，０００円とする。

（１）申込期限 平成２２年８月２日（月）正午〔必着厳守〕
（２）申込先
〒 680-0944
鳥取県鳥取市布勢１４６－１
コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場内
「全中陸上実行委員会事務局」宛
担当者 坂 田
TEL・FAX(兼用) ０８５７－５０－０７２２
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裕

（３）申込方法
① 所定の用紙に必要事項を記入して、都道府県中学校体育連盟陸上競技部長
（委員長）が取りまとめ申し込むこと。
②「第３７回全日本中学校陸上競技選手権大会申込書在中」と朱書すること。
（４）申込書類
① 大会申込一覧表
（様式 A-１）２部提出（原本＋コピー１部）
② 競技者参加一覧表 （様式 A-２）２部提出（原本＋コピー１部）
その一覧表を保存したフロッピーデスク１枚提出
③ 個人申込書(様式 B-１～２)1 校ごとに２部提出（原本＋コピー１部）
〔注１〕競技参加一覧表（様式 A-２）については、E メールでも申し込むこと。
〔注２〕申込書類は、参加競技者一覧表（様式 A-２）と同じ順に並べて提出する
こと。
〔注３〕７項（４）①②③④の各大会の決勝成績一覧表と訂正済みのプログラム
及び参加資格者が記載されている予選記録一覧表並びにフィールド記録用
紙をそれぞれ１部提出すること。（資格審査用とするので該当者を赤で囲む
こと）
〔注４〕原本のコピーの職印及び訂正印等を押印したものをコピーすること。た
だし、コピーしたものに訂正印を押さないこと。
〔注５〕訂正済プログラムについては、有資格者の名前が大会ごとに異なってい
ないかを確認すること。
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諸 会 議

（１）本大会最終打ち合わせ会
① 日 時 平成２２年８月２０日（金）１０：３０～
② 会 場 とりぎん文化会館
〒 680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町 101-5 TEL
FAX
（２）監督会議
① 日 時 平成２２年８月２０日（金）１３：００～
② 会 場 とりぎん文化会館
〒 680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町 101-5 TEL
FAX
（３）財団法人日本中学校体育連盟陸上競技部会
① 日 時 平成２２年８月２０日（金）１７：００～
② 会 場 とりぎん文化会館
〒 680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町 101-5 TEL
FAX

0857-21-8700
0857-21-8705

0857-21-8700
0857-21-8705

0857-21-8700
0857-21-8705

〔注〕各都道府県の監督は、監督会議に必ず出席すること。監督会議開始までに
ナンバーカード、ID カード、その他を受領し各競技者に配布すること。
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注意事項

（１）大会期間中の傷病については、応急処置のみを行う。参加者は保険証を持
参すること。
（健康保険証がない場合には保健医療が受けられない場合がある。）
（２）本大会は独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定めを適用する。
（３）走路は全天候舗装であるので、競技規則１４３条④項を適用する。
（４）競技用具の使用は、競技場に備え付けたものに限る。ただし、棒高跳のポー
ルは除く。また、投てき練習場での砲丸は各校で用意したものを使用する。
（５）練習には次の会場を開放する。
コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場
１９日（木）１２：００～１７：００（投てき種目を除く）
２０日（金） ９：００～１７：００（投てき種目を除く）
補助競技場
１９日（木）
１２：００～１７：００（投てき種目を除く）
２０日（金）
９：００～１８：００（投てき種目を除く）
２１日（土）・２２日（日） ７：００～１８：００（投てき種目を除く）
２３日（月）
７：００～１６：３０（投てき種目を除く）
投てき練習場
１９日（木）
１２：００～１７：００
２０日（金）
９：００～１７：００
２１日（土）・２２日（日） ７：００～１８：００
２３日（月）
７：００～１５：００
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宿泊・弁当 （１）宿泊・弁当については、別紙宿泊・弁当要項による。適切な危機管理対応（感
染症・自然災害等）を確保するため、必ず、大会実行委員会指定の業者を通して
申し込むこと。（指定外の宿泊施設の利用は、原則として認めません。）
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（２）申込期限
（３）申込先

平成２２年７月３０日（金）１７：００必着

近畿日本ツーリスト（株）トラベルセンター西日本
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-16-1 太陽日酸新町ビル７ F
担当 中村・和田・大場 TEL 06-6535-7973 FAX 06-6535-8648
※
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そ の 他

問い合わせ先：近畿日本日本ツーリスト（株）鳥取営業所
担当：下本・芦田・山根 TEL 0857-22-7100 FAX 0857-22-6904

（１）棒高跳のポールは、競技場宛に送付すること。返送については監督会議の際に
連絡する。
コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場内 実行委員会宛
〒 680-0944 鳥取県鳥取市布勢１４６－１
TEL ０８５７－３１－２２５５ FAX ０８５７－３１－０５７７
（２）参加料（一人２，０００円）、ナンバーカード代（一人５００円）を都道府県
で取りまとめ、８月２日（月）正午までに郵便振込にて納入すること。
加入者名：平成 22 年度全国中学校体育大会
店番：５２８ 口座番号：０００６９３３

陸上競技実行委員会

（３）ナンバーカードは、支給されたままの大きさで確実に結着すること。
（４）プログラムの無償配布は、各都道府県５部とする。
（５）この大会の３年生参加種目については、国民体育大会（少年 B・少年共通）
出場の資格となる。
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連 絡 先

（１）大会開催前
〒 680-0944
鳥取県鳥取市布勢１４６－１
コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場内
「全中陸上実行委員会事務局」宛
担当者 坂 田
TEL・FAX(兼用) ０８５７－５０－０７２２
e-mail: zenchu22-tf@castle.ocn.ne.jp
（２）大会開催中
［昼間］
［夜間］
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裕

８月２０日（金）～２３日（月）
コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場
〒 680-0944 鳥取県鳥取市布勢 146-1
TEL 0857-31-2255
FAX 0857-31-0577
ホテルモナーク鳥取
〒 680-0834 鳥取県鳥取市永楽温泉町 403
TEL 0857-20-0101
FAX 0857-27-8181

標準記録［追い風参考記録は対象としない］
男
子（１３種目）
女
種
目
標準記録
種
目
１００ｍ
１１”３０（電気計時）
１００ｍ
２００ｍ
２３”０４（電気計時）
２００ｍ
４００ｍ
５２”１４（電気計時）
８００ｍ
８００ｍ
２’０１”５０（電気計時）
１５００ｍ
１５００ｍ
４’１０”５０（電気計時）
１００ｍ H
３０００ｍ
９’０２”００（電気計時）
走高跳
１１０ｍ H
１５”２４（電気計時）
走幅跳
走高跳
１ｍ８５
砲丸投
棒高跳
４ｍ００
四種競技
走幅跳
６ｍ５０
砲丸投
１３ｍ００
四種競技
２５００点（電気計時）
４×１００ｍ R
各都道府県１チーム
４×１００ｍ R
（学校単独チーム）
※四種競技は平均秒速が２ｍを超えた記録は対象としない。
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子（１０種目）
標準記録
１２”６０ （電気計時）
２６”１４ （電気計時）
２’１７”５０（電気計時）
４’４０”００（電気計時）
１５”００ （電気計時）
１ｍ５７
５ｍ３０
１２ｍ５０
２５７０点 （電気計時）

各都道府県１チーム
（学校単独チーム）

