
第３８回札幌小学生陸上競技記録会兼第４０回北海道小学生陸上競技札幌会場記録会 

兼中学記録会開催要項 

 

１ 主  催  （一・財）北海道陸上競技協会 

 （一・財）札幌陸上競技協会 北海道新聞社 （株）北海道新聞 HotMedia 

 

２ 後  援  札幌市 札幌市小学校長会 

 

３ 協  賛  株式会社アミノアップ 

 

４ 期  日  ２０２２年６月４日（土） ９：００競技開始  ８：３０開始式 ※７：００開門予定  

                     ※午前中は中学生種目、午後は小学生種目の予定   

       

５ 会  場  円山陸上競技場    

     

６ 種  目 【小学生】 

    ※トラック競技は全てタイムレース決勝とします。 

【中学生】男女 100m、女子 800m、男子 1500m 

男子 110mH(0.914m/9.14m)、女子 100mH(0.762m/8.0m)、男女 4×100mR 

男女走高跳、男女走幅跳、男女棒高跳、男女砲丸投(男子 5kg、女子 2.72 ㎏)  

 

７ 競技規則  2022 年度（財）日本陸上競技連盟競技規則に準ずるが、小学生については児童である年齢を考

慮した教育的配慮のもとに競技を進行します。 

 

８ 参加資格  ・札幌市内の小学校に在籍又は札幌陸協普及委員会に登録したクラブに所属する 3 年生以上の

児童で、競技種目の学年区分に限ります。但し、リレー競技は下の学年が上の学年に入るこ

とができます。（3 年生以上）今年度の全道大会への出場は５．６年生に限ります。 

※中学生は札幌市内の中学校に在籍する生徒とします。 

※中学生の種目については、全道及び全国大会等の参加標準記録を狙える選手を対象としま

す。 通常の記録会とは異なりますので趣旨を理解してエントリー願います。       

 

９ 参加制限  ・3，4 年生は一人１種目まで、5，6 年生は一人２種目までとします。（リレーを除く）。 

また、リレーは一人１チームの出場となります。 

※今年度は学年別リレーと混合リレーの両方にエントリーすることはできません。 

        ・中学生は一人１種目とします。（リレーを除く）  

            

学年・性別 種 目 

3 年男子 100m  800m                                    ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投                 

4 年男子 100m  800m          4×100m ﾘﾚｰ 走幅跳        ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

5 年男子 100m 1500m 80m ﾊｰﾄﾞﾙ  4×100m ﾘﾚｰ 走幅跳 走高跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投   

6 年男子 
100m 1500m 80m ﾊｰﾄﾞﾙ  4×100m ﾘﾚｰ 走幅跳 走高跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 砲丸投 

 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ A（80m ﾊｰﾄﾞﾙ・走高跳） ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ B（走幅跳・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投） 

3 年女子 100m  800m                                    ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

4 年女子  100m  800m          4×100m ﾘﾚｰ 走幅跳       ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

5 年女子 100m  800m 80m ﾊｰﾄﾞﾙ  4×100m ﾘﾚｰ 走幅跳 走高跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投   

6 年女子 
 100m  800m 80m ﾊｰﾄﾞﾙ  4×100m ﾘﾚｰ 走幅跳 走高跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 砲丸投  

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ A（80m ﾊｰﾄﾞﾙ・走高跳） ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ B（走幅跳・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投） 

5,6 年男女混合 4×100ｍﾘﾚｰ 



10 参 加 料  小学生：１種目 １，５００円 ２種目 ２，０００円 リレー１チーム ２，１００円  

 中学生：１種目 1000 円 リレー１チーム 1500 円      

大会参加料は、５月１０日（火）までに、下記の口座に振込みをお願いします。振込期日に遅

れる場合、事前の連絡をお願いします。連絡のない場合は参加をキャンセルしたものとしま

す。競技会に出場できません。                   

ゆうちょ銀行 口座番号 ０２７９０－０－１０１５２５ 

加入者名 一般財団法人 札幌陸上競技協会 

※通信欄に必ず「大会名」と「所属名（学校・クラブ・個人名）を記入してください。 

 

11 申込方法  (1)アスリートランキング（http://www.athleteranking.com）よりエントリー（申し込み）を行

ってください。 

        (2)札幌陸協の ID・パスワード・ナンバーカードを持っていない方は、アスリートランキングで

エントリーする前にメール（link@plum.ocn.ne.jp）でお問い合わせください。後日、ID 等が E

メールで通知されます。 

        (3)エントリーの時、ベスト記録を入力してください。 

        (4)種目の変更は、一度変更前の種目を削除してから、あらためて行ってください。 

 

12 申込期日   ２０２２年５月９日（月）までに入力を済ませてください。 

       ※締め切り日を過ぎるとエントリー及びエントリー変更は一切できません。 

       ※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。 

 

13 表  彰 各種目３位までメダルと賞状を授与します。（小学生のみ）  

       ※表彰式は行いません。入賞者のメダルと賞状はエントランスホールの係員から受け取ってくださ 

い。 

 

14 注意事項（小学生のみ） 

 (1)スパイクの使用は自由とします。全天候型の競技場なのでピンの長さは９mm 以下のものを使

用しなければなりません。 

 (2)６年混合４×１００ｍﾘﾚｰは、男女各２名で走り、走順に規定はありません。補欠は男女各１名

以内、合計６名以内の編成とします。 

 (3)5，6 男女４×１００ｍﾘﾚｰ は１チーム５名まで登録できます。 

(4) 本大会において 5，6 年生種目で３位まで（リレーは 2 位まで）に入賞した者と、別紙の標準

記録到達者は苫小牧市で開催される北海道小学生大会の出場権を得ます。 

(5)リレーにおいてはテイクオーバーゾーン内（３０ｍ）でバトンパスを終了すること。 

(6)ハードル競技は、スタートから第１ハードルまで１３ｍ、ハードル間は７ｍ、台数は９台、最

終ハードルからゴールまでを１１ｍとする。ハードルの高さは７０㎝とします。 

(7)走高跳は、はさみ跳びで、マットへの着地は必ず足の裏面からとし、背中・腰などからの着地

は無効となります。 

 (8)フィールド競技の試技は３回を基本とするが、参加数が多い場合は２回となる場合がある。 

(9)トラック競技のスタートは、イングリッシュコマンドとします。同じ競技者が２回の不正スタ 

ート（フライング）をした時、その競技者は失格となります。 

※旧ルール適用。全国・全道大会も同様。 

(10)100ｍ、80ｍﾊｰﾄﾞﾙ、リレーの第一走者はクラウチングスタートとします。 

 

15 アスリートビブスについて 

 (1)札幌陸協のナンバーを持っていない方は、上記 10 の(2)の方法でナンバーを取得してくださ 

い。次回からの札幌陸協の大会はそのナンバーで出場してください。作成したアスリートビブス 

は各自で保管してください。 

 (2)アスリートビブス及び腰ナンバー標識は団体、個人ごとに準備願います。大会事務局では斡 

旋しませんのでよろしくお願いします。（但し、長距離種目に出場する場合の 10 レーン以上と 
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個人参加の小学生には腰ナンバー標識を貸与します。）アスリートビブスは白地に男子は黒、女 

子は赤、ゴシック体太字で作成してください。 

        (3)アスリートビブスは胸側と背中側にそれぞれ安全ピンなどでつけてください。 

       (4)ナンバーは 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで有効です。すでに札幌記録会等で使用

した団体・個人の選手はそのナンバーを今年 1 年使用してください。 

 

16 そ の 他 ※今大会は有観客で実施する予定です。但し、新型コロナ感染症の感染状況によっては変更される

場合があります。 

※出場時には《【大会前/提出用】体調管理チェックシート》の提出が義務付けられます。事前に

札幌陸協のＨＰから印刷し、当日朝の受付に提出してください。なお、未提出の場合は出場で

きません。        

  (1)プログラム等は、当日朝受付で配布します（チーム参加人数により数部配布します）。 

 (2)引率者、コーチにはプログラムは配布されません。 

              (3)エントリー完了後、「申込一覧表」をプリントアウトされ、プログラムとの確認をお願いしま 

す。  

(4)「申込一覧表」には所属名、種目のみプリントアウトされます。空欄は手書きで記入してく 

ださい。 

(5)全道小学大会参加資格を得た場合には、大会当日に全道大会への参加の有無を必ず大会総務

（井上）へ報告し、北海道陸協の HP に掲載されている内容に従って、申し込みを行ってくだ

さい。 

 (6)全道小学大会参加選手には、選手団 T シャツ購入案内を配布します。T シャツの申し込みは 

札幌大会当日のみとなります。 

       (7)参加者は、万一の事故の場合、責任を持てませんので、傷害保険に加入してください。 

 (8)主競技場の駐車場は通行証携行車（審判員）のみとなります。一般の方は動物園の駐車場をご

利用ください。但し、数に限りはありますので駐車できない可能性もありあます。 

(9) 自然災害、事件・事故及び感染症等により、大会が中止また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。 

(10)この要項は札幌陸上競技協会ホームページにあります。 

(11)タイムテーブル、その他は札幌陸上競技協会ホームページやアスリートランキングのホーム 

ページに掲載します。 

(12)団体エントリーの場合、審判資格の有無にかかわらず、運営のお手伝いをお願いします。 

             (13)競技場への入場等について 

           【競技者】 

            ・競技場内への入場はすべて動物園側出入口を使用します。入場の際にはアスリートビブスを係員 

        に見せてください。競技終了後は第 2 ゲートから退場します。   

・更衣室の使用はできません。 

      【コーチ】 

       ・各クラブ最大 2 名以内とします。事前に氏名報告をお願いします。 

      【引率者】 

       ・競技場への入場及び退場はすべて第 1 ゲートを使用します。入場の際には係員に競技会観戦入 

場票の提出を義務付けます。（混雑を避けるために用紙を事前にＨＰからダウンロードし、記入 

しておいてください） 

      【共 通】 

       ・トイレは土盛スタンド下のトイレを使用します。（正面玄関ホール横及び２階スタンド裏トイレ 

は使用できません。 

・正面玄関ホールから場内に入場することはできません。（緊急時を除く） 

      【記録等】 

        記録掲示板を用いての記録等の表示は行いません。放送では３位までの記録等を発表します。そ 

れ以外はアスリートランキングを利用してください。       



17 第 40 回北海道小学生陸上競技大会参加標準記録 ※砲丸の重量は、男女共 2.721kg とする。 

種 目 ５年男子 ６年男子 ５年女子 ６年女子 

100ｍ 14”50 13”70 14”80 14”00 

1500m/800m 5’20”00 5’10”00 2’50”00 2’41”00 

80m ﾊｰﾄﾞﾙ  15.70 14.50 16.20 15.50 

4×100ｍﾘﾚｰ 1.01.00 56.50 1.02.50 58.50 

男女混合 4×100ｍﾘﾚｰ 57”50 

走高跳 1m15 1m25 1m10 1m23 

走幅跳 4m00 4m50 3m80 4m10 

砲丸投  8m50  6m50 

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 46m00 56m00 35m00 44m00 

 

18  問い合わせ先 

   札幌陸上競技協会ホームページ http://jaaf-sapporo.jp/ 

   札幌陸上競技協会 小学生大会事務局  

            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  

            s-rikujou@k3.dion.ne.jp  Tel・Fax (011)532-2471 

又は tomoo.inoue@sapporo-c.ed.jp 080-5581-5148 藻岩中学校 井上 
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