
第９０回 北海道陸上競技選手権大会  
兼 第１０２回 日本陸上競技選手権大会北海道予選会  

兼 第７２回 国民体育大会陸上競技北海道選手選考会  開催要項 【札幌陸協版】   
 
１ 主  催  （一般財団法人）北海道陸上競技協会  （公益財団法人）北海道体育協会  
２ 主  管   道南陸上競技協会  
３ 後   援   北海道教育委員会 函館市 函館市教育委員会 特定非営利活動法人 函館市体育協会  
４ 期   日   平成２９年７月１５日（土）・１６日（日）９：００競技開始 
５ 場   所   函館千代台公園陸上競技場 〒 040-0013 北海道函館市千代台 22 番地２４号 

  ☎ 0138-55-1900 
６ 種   目 （男子）100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 110mH 400mH 
           3000mSC 10000mW 4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 
           三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技  
         （女子）100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 100mH 400mH 10000mW 

         4×100mR  4×400mR  走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳  砲丸投 円盤投 
            ハンマー投 やり投 七種競技 
７ 競技規則   平成２９年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則による。 
８ 参加資格   平成２９年度公益財団法人日本陸上競技連盟の登録者で，次の(1)～(4)のいずれかに 
        該当すること。 
      （１）昨年度，本大会の選手権者。（但しその種目に限る） 
         （２）昨年度または本年度のいずれか，各地方協会が主催する選手権大会の優勝者 
         （選手権者は，大会の主催協会に所属している者に限る） 
          （３）平成 28年 4月 1日～平成 29年大会申込締切日までに，下記の参加標準記録に到達した者。 
         （４）北海道陸協強化委員会が特に推薦する競技者。 

種  目 男   子 女   子 種  目 男  子 女   子 
100m 
200m 
400m 
800m 
1500m 
5000m 
10000m 
100mH 
110mH 
400mH 
3000mSC 
10000mW 

11"40 
23"74 
53"50 
2'05"00 
4'17"00 
15'50"00 
34'00"00 
－ 
17"60 
1'01"60 
11'00"00 
60'00"00 

13"36 
27"94 
1'04"00 
2'32"00 
5'08"00 
20'00"00 
－ 
17"50 
－ 
1'10"00 
－ 
70'00"00 

4×100mR 
4×400mR 
混成競技 
走高跳 
棒高跳 
走幅跳 
三段跳 
砲丸投 
円盤投 
ﾊﾝﾏｰ投 
やり投 
 

45"00 
3'36"00 
十種 5,000 点 
1m92 
3m70 
6m40 
13m20 
10m30 
30m00 
38m00 
50m00 
 

53"00 
4'15"00 
七種 3,000 点 
1m45 
フリー 
4m90 
10m00 
9m20 
27m00 
24m00 
32m50 
 

 ※高校生で投擲種目の参加を希望する者は，上記標準記録よりＪ砲丸投１ｍ，Ｙ円盤投３ｍ・Ｊ円盤投２ｍ，                                                       
Ｊハンマー投１ｍ以上投げていなければ参加できない。男女の 10000mW の参加を希望する者で 5000mW の

記録が男子 30'00"00・女子 42'00"00 以内の者。 
※追い風参考記録も標準記録突破対象とする。 
９ 参加制限  （１）１人２種目までとする。（リレー種目を除く）    
             （２）リレーは，同一クラブ・学校・事業所など，所属が同一のチーム編成とし，２つ以上 

の クラブ・学校・事業所の混成チームは認めない。 
 10 申込方法   学連以外の団体（一般・高校・中学等）  

 ・札幌陸協登録者は、札幌陸協 HPより電子データ（エクセルデータ）をダウンロードし、 

参加申込一覧表（様式１）・所属別納金表（様式４）・希望審判名簿（様式５）は書面で提出

し電子データでも指定のアドレス（下記参照）に送信すること。また、参加料は直接納入（札



幌陸上競技協会）すること。（現金書留及び郵送可） 

  ・北海道学連登録者は、学校単位で北海道学連へ申込み、北海道学連が一括して申込電子   
データをメール送信（rikujo@msa.ncv.ne.jp）し，必要書類をまとめて大会事務局（道南

陸上競技協会）へ直接申込み、郵送すること。（参加料は指定の口座に振り込むこと。） 
・北海道以外の大学については、各大学で大会事務局（道南陸上競技協会）へ直接申込み、

郵送と電子データをメール送信（rikujo@msa.ncv.ne.jp）すること。（参加料は指定の口座

に振り込むこと） 

 ※振り込み口座 

  北海道銀行 函館支店 普通 １５０５２８９ 

         道南陸上競技協会 会長 岡部 壽一 
 

（１）参加料 
    

           
           
         
   

   
（２）郵送申込先 （学連・道外の大学以外の団体：一般・高校・中学等） 

〒064-0931  札幌市中央区中島公園１番５号  
札幌市中島体育センター内 札幌陸上競技協会大会事務局宛 TEL・FAX 011-532-2471  

   
（３）直接申し込み（学連・道外の大学以外の団体：一般・高校・中学等） 

札幌市中島体育センター多目的室 

   平成２９年６月１９日（月）１７：３０～１９：００ 

（４）電子データ送信 sappororiku@yahoo.co.jp 
      メール件名及びファイル名は、以下のとおりにしてください。 

   例：〔道権申込 〇〇高校〕 

（５）電子データ申込締切 
   平成２９年６月１８日（日）１９：００必着（期限厳守） 

（６）問い合わせ先 
   札幌陸上競技協会事務局 TEL011-532-2471 
  

11 競技日程   第１日目 
（男子）100m 400m 1500m 10000m 10000mW 400mH 4×100mR 4×400mR  棒高跳 走幅跳  

砲丸投 ハンマー投 やり投 十種競技前半 ※男 4×400mR の参加数が９チームを超えた場合は 
１日目に予選，２日目に決勝を行うが， ９チーム以下の場合は２日目に決勝を行う。 

（女子）200m 800m 5000m 100mH 400mH 4×100mR 走幅跳 砲丸投 ハンマー投 やり投 七種競技前半  
12 表    彰   各種目８位までに表彰状，選手権者に選手権章を授与する。 
13 審判申込   本大会の審判を希望する方は，各地方協会で取りまとめ（様式６），６月２３日（火）まで 

に申し込むこと。参加チームごとには審判員の協力１名以上をお願いします。 
14 ナンバーカード  ナンバーカードは，１組４00 円で購入願います。（申し込みと同時に納入してください）  
15 そ の 他   

 （１）大会前日の１４日（金）は９時 30 分～１７時まで競技場を開放します。（時間厳守・用器具

等は各自が責任をもって返却すること）。なお，投擲練習場はありません。時間を指定します。 
砲丸投 10～15 時 円盤投 10 時～11 時、13 時～14 時 ハンマー11 時～12 時、14 時～15 時 

やり投 12 時～13 時、15 時～16 時 
 （２）プログラムとナンバーカードは競技場で配布します〔７月１４日(金)１３時～１７時〕。  
（３）競技中に発生した障害・疾病についての応急処置は主催者側にて行うが，以後の責任は負わな 

 一 般 高校生 中学生 
１種目の出場者 ３,０００円 ２,０００円 １,５００円 
２種目の出場者 ４,５００円 ３,０００円 ２,５００円 
リレー１チーム ４,５００円 ３,５００円 ２,５００円 
前年度選手

権者 
当該種目 無 料 無 料  
他の種目 ３,０００円 ２,０００円 

mailto:rikujo@msa.ncv.ne.jp
mailto:rikujo@msa.ncv.ne.jp
mailto:sappororiku@yahoo.co.jp


い。万一の事故に備えて，事前に傷害保険に加入すること。 
 （４）北海道陸協ＨＰ（北海道選手権情報） http://hokkaido-rikkyo.jp/～h-rikkyo/ 

道南陸上競技協会ＨＰ           http://www8.plala.or.jp/dounanRIKU/topindex.htm 
（５）引率責任者は競技役員として協力していただきます。  

    （６）「ふるさと選手制度」について道外に居住する学生で「国民体育大会」へ北海道代表選手とし 
て出場を希望する選手は「ふるさと登録届」が必要になります。詳しくは，北海道陸協へ問 
い合わせてください。  TEL ０１１－５９８－7４０７  FAX ０１１－５９８－７４０８ 

    （７）宿泊については、東武トップツアーズ函館支店が斡旋します。 
電話０１３８－２７－０１０９  住所 ０４０－００６３函館市若松町６－７ 

http://hokkaido-rikkyo.jp/%EF%BD%9Eh-rikkyo/
http://www8.plala.or.jp/dounanRIKU/topindex.htm

