
髙平慎士カップ・北海道ジュニア陸上競技選手権大会 

兼 全国中学生陸上競技大会２０２０北海道予選会 北海道道央会場 開催要項 

 

１ 主  催  一般財団法人 北海道陸上競技協会 

 

２ 主  管  一般財団法人 札幌陸上競技協会 

 

３ 期  日  令和２年９月５日（土） ９：００競技開始予定 

 

４ 会  場  札幌市円山陸上競技場  札幌市中央区宮ヶ丘３番地  ℡ 011-641-3015 

 

５ 競技規則 （１）本大会は、２０２０年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項、申合せ 

事項による。 

（２）競技規則１６２条６・７により、１回目から不正スタートした競技者は失格とする。 

ただし男女四種競技においては、各レースでの不正スタートは１回のみとし、その後 

に不正スタートした競技者は全て失格とする。 

 

６ 参 加 料 １種目２，０００円  ２種目３，０００円  リレー３，０００円 を徴収する。 

        ※札幌陸協所属以外は、アスリートランキング使用料１人２００円が別途かかります。 

（１）ナンバーカードは、各地区で今年度使用しているものを使用してください。 

（２）参加料は、大会当日に納入する。また、混雑緩和のため、小銭での納入はお控えくだ 

さい。 

※自然災害、事件・事故及び疫病等により、大会が中止又は延期となった場合の参加料は 

返金しません。 

但し、一定期間事前に中止又は延期が決定された場合には、参加料の全額又は一部を返 

金することがあります。 

 

７ 種  目  【男子】  

         共 通 100m  200m 400m 800m 1500m 3000m 110mH ４×100mR 

走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投（5.0kg） 

四種競技（110mH 砲丸投 4.0kg 走高跳 400m） 

         【女子】 

共 通 100m  200m 800m 1500m 100mH 4×100mR 走高跳 走幅跳 

砲丸投（2.721kg） 四種競技（100mH 走高跳 砲丸投 2.721kg 200m） 

 

 

 

 

 

 

 



８ 標準記録 

男 子（１３種目） 女 子（１０種目） 

種 目 記 録 種 目 記 録 

１００ｍ １１″９９ １００ｍ １３″６０ 

２００ｍ ２５″００ ２００ｍ  ２８″７０ 

４００ｍ ５８″７４ ４００ｍ - 

８００ｍ  ２′１８″００ ８００ｍ ２′３８″００ 

１５００ｍ  ４′４５″００ １５００ｍ  ５′２１″００ 

３０００ｍ １０′２５″００ ３０００ｍ - 

１１０ｍＨ

（91.4-9.14）  
１８″９４ 

１００ｍＨ

（76.2-8.00）  
１８″００ 

走高跳 １ｍ５５ 走高跳 １ｍ３５ 

棒高跳 ２ｍ４０ 棒高跳 - 

走幅跳 ５ｍ３０ 走幅跳 ４ｍ４５ 

砲丸投

（5.000 ㎏） 
９ｍ００ 

砲丸投

（2.721 ㎏） 
８ｍ５０ 

四種競技 

（砲丸 4.000 ㎏） 
１，３５０点 

四種競技 

（砲丸 2.721 ㎏） 
１，６００点 

4×100mR ４９″１４ 4×100mR ５５″１０ 

※追い風参考記録も対象とする。 

 

９ 参加資格 （１）札幌・道央・小樽後志各陸上競技協会内の各中学校に所属し、２００５年４月２日から 

          ２００８年４月１日に生まれた中学生であること。また、今年度、日本陸上競技連盟登録選 

手とし、学校、クラブ登録者も出場することができる。 

（２）２０１９年度、または２０２０年度実施の公認大会で上記の参加標準記録を突破した生徒、 

もしくは開催会場の各協会で出場を認められた生徒とする。ただし、リレー競技については、 

２０２０年度実施の公認大会での記録とする。 

        （３）今大会は、１日日程ということで、各種目の競技者の人数のターゲットナンバー（出場者の上 

限）を基準とする。しかし、申込終了後の全体の参加人数によっては、変更もあり得る。 

           ◆ターゲットナンバー 

           ・トラック種目：４０名、フィールド種目：３０名、混成競技：１６名 

           ・リレー：２４チーム 

（３）引率は原則として、参加生徒が所属する学校・クラブの顧問または保護者が行うこと。引率者 

は、３名以内とし、必ずアスリートランキングの審判登録の欄に『（引率）』と入力すること。 

（４）健康診断において異常なしと判断され、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、JAAF 体調管理チェックシート（大会前）の保護者署名欄に記入、 

承諾された者。 

（５）日本陸上競技連盟及び各都道府県陸上競技協会が指定する、新型コロナウイルス感 

染予防についてのガイダンスに沿って、JAAF 体調管理チェックシート（大会前）に 

記入し、大会当日提出すること。提出のない選手については、出場させることがで 



きない。 

（６）参加者は、大会運営上必要なプログラム、ホームページ、掲示板、報道発表、大会 

結果記録速報への氏名・所属・学年の記載について了承するものとする。 

（７）本大会終了後、アスリートランキングおよび札幌陸協ホームページにて、個人名・ 

所属・記録を掲載するため、これを了承する者（個人情報について本大会に利用す 

るものとし、これ以外の目的に利用することはありません。） 

１０ 参加制限 （１）１人２種目（リレーは除く。） 

（２）リレーは１校１チームとする。 

 

１１ 表  彰 （１）各種目８位までを表彰する。 

        （２）４ｘ１００ｍＲの男女優勝チームに髙平慎士杯を贈る。 

        （３）各種目１位の選手には、選手権章メダルを贈る。 

（ただし、上記記載の標準記録のある種目のみ。各会場にて追加した種目は対象外） 

 

１２ 申込方法 （１）アスリートランキング（http://athleteranking.com/）よりエントリー（申込）を行って 

ください。 

（２）エントリーには、割り当ての①ＩＤが必要です。また所属団体（各中学校）に割り当てら 

れている②今年度のアスリートビブス（ナンバーカード）のナンバー入力が必要です。  

※上記①ＩＤの割当てのない参加希望者は所属団体代表者を通してメール 

（link@plum.ocn.ne.jp）で問い合わせをし、①を取得してください。  

※上記②割り当てナンバーについて、札幌市内の選手は、中体連の割り当てナンバーです。 

クラブチームで出場の場合も、今年度登録したナンバーを使用してください。クラブチ 

ームで本大会が大会初出場の選手は、ＩＤ取得のあて先にメールで問い合わせください。 

（link@plum.ocn.ne.jp）その際（男/女）を氏名の前に明記してください。道央陸上競 

技協会、小樽後志陸上競技協会に所属の選手は、今年度、各陸協で使用しているナンバ 

ーを使用してください。新規の場合は、各団体、個人で準備してください。また、アス 

リートビブスは、各自決められた大きさで作成してください。（25cm×18cm） 

（３）エントリーの時、必ず申込記録（資格記録）を入力してください。（リレーも忘れずに入力し 

てください。）今大会は、ターゲットナンバーを採用するため、忘れずに入力してください。 

（４）初めて出場する選手は「選手登録」をしてください。 

（５）選手のエントリーと併せて『審判登録』と『引率者（３名まで）』を必ずアスリートランキ 

ングの審判登録の欄に入力すること。 

 

１３ 申込期日 令和２年８月２４日（月）までに入力を済ませてください。 

        ※締切日を過ぎるとエントリーは一切できません。 

        ※締切日までに入力したデータでエントリー完了と見なします。 

        ※アスリートランキングにエントリー完了の通知機能はありません。 

        ※申込は、学校、またはクラブチーム単位とし、大会当日に参加料を持参すること。 

 

１４ そ の 他 （１）今大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため『無観客』で開催します。よって、競技 

者、引率者、競技役員以外は入場することができません。 

（２）プログラムは、大会当日の朝、受付で参加料納入と引き換えで配布します。 

（３）エントリー完了後「申込一覧表」をプリントアウトし、大会当日プログラムとの確認 



をお願いします。 

（４）大会引率の教員ならびに指導者は、必ず審判業務についてください。業務についていな 

い場合、本大会に参加できません。選手には、あらかじめ事前指導をお願いします。 

        （５）参加者は、万一の事故に備えて、事前にスポーツ傷害保険に加入すること。 

        （６）日帰りを前提として大会を開催するので、宿舎の斡旋は行いません。 

（７）本大会に関する情報（要項、競技注意事項、タイムテーブル等）は、随時、北海道陸上競 

技協会ＨＰ、札幌陸上競技協会ＨＰとアスリートランキングの本大会ページに掲載します。 

（８）全会場結果を集計した決勝記録一覧のみ大会終了後に北海道陸協ＨＰに掲載します。 

（９）希望する報道関係者は、必ず大会本部に申し出てください。撮影許可証を発行します。 

（１０）競技者（中学生）を保護するため、選手の写真や動画の撮影をすること、及び試合内容を 

YouTube を含む SNS へ掲載することを禁止します。 

 

１５ 新型コロナウイルス感染拡大予防について 

①参加者（審判員含む）は、所定の体調管理チェックシートを主催者に提出すること。（１週間前から記入） 

②各団体代表者は所属選手の健康状態の把握に努め、異常がある場合は直ちに対応し、主催者に報告すること。 

（主催者の指定する待機場所を利用すること） 

③体調がよくない場合は自主的に参加を見合わせること。 

④同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は自主的に参加を見合わせること。 

⑤過去14日以内に政府から入国制限、入国後の監察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者

との濃厚接触者がある場合は自主的に参加を見合わせること。 

⑥マスクを持参すること。（運動時以外はマスクを着用すること） 

⑦こまめな手洗いや洗顔を実施すること。（主催者が石けんを設置する） 

⑧用具（スタブロ、砲丸、バトンなど）使用後は手洗いをすること。 

⑨ウォーミングアップは個別に行うこと。 

⑩運動中、痰やつばを吐くことは極力行わないこと。 

⑪体液の付着したゴミは持ち帰ること。 

⑫全場面において、他の参加者、競技役員等との距離をできるだけ確保すること。 

⑬大きな声での会話、応援をしないこと。 

⑭各学校は待機スペースの広さにゆとりを持たせるように努め、できるかぎり密を避けること。 

⑮テントを利用する学校は、密閉状態にならないように留意し、換気に配慮すること。 

⑯タオルの共用はしないこと。 

⑰飲食については周囲の人となるべく距離をとって、対面を避け、会話は控えめにすること。 

⑱ドリンクの回し飲みはしないこと。 

⑲団体代表者は、選手が競技場に滞在する時間が短くなるように配慮すること。 

⑳選手は、団体代表者の指示に従い、自らの競技時間に合わせて来場し、終了後は速やかに帰宅するように努め

ること。 

㉑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、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無

等について報告すること。 

㉒感染予防のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。 

㉓上記 22 項目について、団体代表者は、全参加者（保護者）に必ず内容を知らせ、遵守するように指導すること。 
 
１６ 問い合わせ先 大会総務 札幌市立柏丘中学校 田中 ℡ 011－861－9235 

        札幌市立前田中学校 佐藤 ℡ 011－682－9511 


