
第７６回国民体育大会陸上競技大会北海道選手選考会開催要項

【札幌陸協版・改訂版】

１０．参加資格の（２）の赤字が追加となっています。

１．主 催 （一財）北海道陸上競技協会 （公財）北海道スポーツ協会 （公財）日本スポーツ協会

２．主 管 道北陸上競技協会

３．後 援 スポーツ庁 北海道 旭川市 旭川市教育委員会 （一財）旭川市体育協会

４．協 賛 日本自転車振興会

５．期 日 ２０２１年７月１７日（土）～７月１８日（日） ９時競技開始

６．場 所 旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場 〒070-0901 旭川市花咲町４丁目 ℡0166-51-7590

７．種目及び標準記録

（男子） （女子）

種 目 標準記録 種 目 標準記録 種 目 標準記録 種 目 標準記録 種 目 標準記録

【成 年】

100m

300m

800m

5000m

110mH

10000mW

走高跳

走幅跳

砲丸投

ハンマー投

やり投

11秒30

2分05秒00

16分00秒00

16秒30

56分00秒00

1m80

6m20

10m30

36m00

50m20

【少年Ａ】

100m

300m

800m

5000m

300mH

棒高跳

ハンマー投

(6kg)

11秒50

2分10秒００

16分50秒00

4m0０

34m00

【少年Ｂ】

100m

3000m

走幅跳

砲丸投

(5kg)

(6kg)

【少年共通】

110mＪH

（0.990m）

5000mW

走高跳

三段跳

円盤投

11秒80

9分50秒00

5m90

10m50

10m00

18秒80

29分00秒00

1m80

13m20

33m00

【成 年】

100m

300m

800m

5000m

100mH

3000mSC

5000mW

走高跳

棒高跳

走幅跳

ハンマー投

やり投

13秒20

2分30秒００

17分42秒00

17秒００

30分00秒00

1m45

（フリー）

4m90

22m00

35m00

【少年Ａ】

100m

300m

3000m

300mH

走幅跳

ハンマー投

【少年B】

100m

800m

100mYH

(0.762m)

走幅跳

砲丸投

【少年共通】

3000mW

円盤投

やり投

13秒30

11分50秒00

4m75

22m00

13秒40

2分35秒00

１７秒50

4m60

8m00

25m10

30m00

※成年女子８００ｍ・成年女子走高跳・成年女子棒高跳には、少年女子Ａからもエントリーできる。但し、各都道府県

からエントリーできるのは、成年女子または、少年女子Ａ、いずれかの１名のみとする。

※追い風参考記録も標準記録突破の対象とする。

８．年齢基準 （１）成年の部に参加できる競技者は、平成１５年４月１日までに生まれた者。

（２）少年Ａの部に参加できる競技者は、平成１５年４月２日以降、平成１７年４月１日までに生まれた者。

（３）少年Ｂの部に参加できる競技者は、平成１７年４月２日以降に生まれた者（但し、中学生は３年生）。

９．競技規則 ２０２１年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則による。

10．参加資格 ２０２１年度（公財）日本陸上競技連盟登録者。

（１）標準記録に到達している者。

（２）標準記録到達が原則であるが、ア～ケの種目に限り、下記の記録に到達している者は参加を認める。

ア、成年男子300mは、400m(53秒50)・200m(23秒50)

イ、少年男子Ａ300mは、400m(54秒50)・200m(24秒00)

ウ、少年男子Ａ300mHは、400mH(1分2秒50)・110mH(18秒00)

エ、少年男子Ｂ3000mは、1500m（4分25秒00）・5000m（17分00秒00）

オ、少年男子共通110mJHは、110mH（18秒80）

カ、成年女子300mは、400m(1分00秒00)・200m(27秒00)

キ、少年女子Ａ300mは、400m(1分3秒00)・200m(28秒00)

ク、成年女子5000mは、3000m（11分10秒00）

５／２６

参加資格

追加



ケ、成年女子3000mSCは、1500m(5分11秒00)・3000m(11分10秒00)・5000m(20分10秒00)

コ、少年女子Ａ300mHは、400mH(1分11秒00)・100mH(17秒90)

サ、少年女子Ａ3000mは、1500m（5分20秒00）

シ、少年女子Ｂ100mYHは、100mH(18秒00)

ス、少年共通女子3000mWは、5000mW(35分00秒00)

（３）記録の有効期間は、令和元年４月１日より本大会申込み締切日までとする。

（４）北海道陸協強化委員会から特別に推薦のあった競技者。

11．参加制限 一人２種目までとする。

12．表 彰 ８位までの入賞者に賞状を授与する。

13．申込方法 ※個人情報について、大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動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。

※標準記録を厳守すること。申込み責任者は標準記録に到達した者の記録・大会名・大会日・会場が記載

された記録証または大会結果が記載されているもののコピーを必ず添えて申し込むこと。地方陸協は点検

し事務局に申し込みとあわせて提出する。

（１）中学校、高等学校・個人（札陸協登録者）

①札陸協ＨＰファイル（電子データ：エクセル）をダウンロードする。

②次のデータをエクセルにて作成してください。

・参加申込電子データ（男女）

・様式１（参加申込一覧表）、様式２（種目別参加人数一覧表）、様式４（所属別納金表）、

様式５（希望審判名簿）（必ず１団体１名以上の名前を記載してください。）

※必要事項を記入又は入力・印刷して参加料とともに札陸協に提出する。

・②の電子データ（エクセル）も次のアドレスに送信してください。（日時厳守）

エクセルデータ名：（例）【国体申込（札幌英藍）】

メールの件名：（例）【R3国体申込（札幌英藍）】

【送信先：sappororiku@yahoo.co.jp】
送信〆切日：令和３年6月7日（月）１８：００（日時厳守）

③直接申込

令和３年６月８日（火）１７:００～１９:００（時間厳守）
札幌陸上競技協会（中島体育センター内 １F多目的室）札幌市中央区中島公園1番5号

(1)の②の参加申込データと様式1,2,4,5を印刷し、参加料とともに申込してください。

④郵送申込

令和３年６月７日（月）１７：００まで（日時厳守）
（参加申込データ、様式1,2,4,5の印刷書類とともに、参加料等を現金書留で郵送してください。）

※参加料、負担金2,500円、ビブス代400円の不足にならないように注意してください。また、電子デー

タの送信も忘れずに済ませてください。

【郵送先】〒064-0931 札幌市中央区中島公園1番5号 札幌陸上競技協会

（２）北海道学連登録者は、学校単位で北海道学連へ申込むこと。

（３）北海道以外の大学については、各大学で大会事務局（道北陸協）へ申込むこと。

（４）参加料 中学生 １種目１，５００円 ２種目２，５００円

高校生 １種目２，０００円 ２種目３，０００円

一 般 １種目３，０００円 ２種目４，５００円

※上記参加料の他に国民体育大会参加負担金及び傷害補償制度加入負担金２，５００円が加算されます。

（５）アスリートビブス１組４００円で購入願います。（申込時に参加料、負担金とともに納入してください。）

15．そ の 他（１）アスリートビブス・プログラムは大会前日7月16日(金)13:00～17:00、花咲スポーツ公園陸上競技場で

配布します。

（２）競技中に発生した傷害・疾病についての応急処置は主催者側にて行いますが、以後の責任は負いません。

（３）競技場は、大会前日の９時から１７時まで開放する。（用器具等は各自が責任をもって返却すること。）

（４）【お願い】引率の先生に審判をお願いします。各地方陸協でとりまとめ、希望審判名簿（様式５）に記載

の上、送付してください。（参加チームは、必ず１名以上審判員を出すよう、ご協力をお願いします。）

審判編成および依頼文書はホームページ上にアップします。ダウンロードしてご利用ください。

mailto:sappororiku@yahoo.co.jp】


（５）申込み後に、やむなく棄権する場合は、その理由書及び証明書を大会事事務局に速やかに届出てください。

（６）北海道陸上競技協会ホームページ http://hokkaido-rikkyo.jp/

道北陸上競技協会ホームページ http://www11.plala.or.jp/dohoku-rikkyo/

（７）「ふるさと選手制度」について

道外に居住する学生で「国民体育大会本戦」へ北海道代表選手として出場希望する選手は「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。℡ 011-598-7470

（８）１日目実施種目

男子：成 年 100m 800m 走高跳 砲丸投 ﾊﾝﾏー 投 少年共通 走高跳 三段跳

少 年 Ａ 100m 800m 300mH 棒高跳 ﾊﾝﾏー 投 少 年 Ｂ 100m 3000m 砲丸投

女子：成 年 100m 棒高跳 ﾊﾝﾏー 投 少年共通 3000mW

少 年 Ａ 100m 3000m 300mH 走幅跳 ﾊﾝﾏー 投 少 年 Ｂ 100m 走幅跳 砲丸投

※上記日程は、確定ではありませんので、変更があった場合は、後日訂正版をＨＰに掲載します。

（９）本大会のトラック種目では、競技運営上の都合により準決勝を実施しない。

（10）公開練習要領・注意事項等の大会関係事項について、ＨＰに掲載しますのでご覧ください。

（11）棒高跳用のポールの送付先

〒070-0901 旭川市花咲町４丁目 旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場 気付

※ 差出人を明記すること。

（12）宿泊関係は、東武トップツアーズ(株)旭川支店が取り扱います。詳細は、別途ＨＰに掲載しますのでご覧

ください。なお、大会期間中の宿泊は、時期的に厳しい状況が予想されます。

（13）新型コロナウイルス感染症対策について

①３密（密集・密接・密閉）を避け、飛沫感染防止対策に心がけるようお願いします。

・ウォーミングアップ・競技中以外は全てマスク着用をお願いします。

・こまめな手指の消毒や手洗いをお願いします。(競技場入り口に消毒液を設置致します。)

・競技者受付の際に体調の確認を行い、必要に応じ検温を実施します。

{体調不良がある場合は出場をご遠慮いただくこともありますのでご了承ください。}

・無観客試合といたしますので、一般の方の応援はご遠慮願います。競技者・引率者・大会関係者・報道

以外は入場できません。

②会場入場時の検温をお願いします。

・全ての競技者・引率者・大会関係者・報道等には、当日の非接触型の体温計による検温を実施します。

３７.５C以上を示した場合は、大会本部にて大会参加の可否について判断します。

③体調管理チェックシートの提出をお願いします。

・競技者・引率者・大会関係者・報道の方々は大会前日の受付時、または大会当日の受付時に体調管理

チェックシートの提出をお願いします。(大会前日または当日から２週間前。)

・大会終了後も２週間は検温や体調チェック用紙に各自で記入を継続願います。異変などがあれば必ず

監督をとおして大会事務局または北海道陸上競技協会(011-598-7407)まで報告願います。

④以下の場合は参加や引率を辞退してください。

・大会開催前３週間以内にPCR検査もしくは抗原検査で陽性反応があった場合。

・保健所から濃厚接触者として認定され、１４日間にわたる健康状態の観察期間を経過していない場合、

また、観察期間に感染疑い症状があった場合。

・大会当日に発熱症状が認められる場合や体調管理チェックシートの項目に当てはまる症状がある場合。

・大会開催前３週間以内に息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状の いずれかが

ある場合。

・高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗が

ん剤等を服用している方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。また、上記以外の方で

発熱や咳など比較的軽い症状がつづいている場合。

＊症状には個人差があります。症状が３日以上つづく場合や強い症状と思う場合には、速やかに大会事務

局または、北海道陸上競技協会(011-598-7407)まで連絡ください。

http://hokkaido-rikkyo.jp/

