
第２８回北海道陸上競技フェスティバル・第７５回釧路市体育祭陸上競技大会 

兼第５１回秋季選手権大会兼第３４回スクールリレーカーニバル大会開催要項 

 

１．主  催    釧路市 釧路市教育委員会 釧路市体育協会 (一財)北海道陸上競技協会 釧路地方陸上競技協会    

２．共  催    釧路地区中学校体育連盟 

３．後  援    釧路市スポーツ振興財団 北海道新聞釧路支社 釧路新聞社 ＮＨＫ ＨＢＣ ＳＴＶ 

４．日  時    令和２年９月１２日（土）～１３日（日） 競技開始 ９時００分予定    

５．会  場    釧路市民陸上競技場      〒085-0064  釧路市広里１３番地    TEL(0154)37-7722 

６．競技種目    （中学生も共通種目に出場できます） 

★共通（一般・高校・中学） ＊４×１００ｍＲはスクールリレーカーニバル種目（高校） 

     

     

     

     

      

 

 

 

★中 学（共通種目にも参加できます）＊４×１００ｍＲはスクールリレーカーニバル種目 

 

 

 

 

 

★小 学（４×１００ｍＲはスクールリレーカーニバル種目） 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

★フェスティバル    

 

 

７．参加資格    令和２年度登録選手であること。（小中学生及びフェスティバル参加者は除く） 

８．参加制限    一人２種目までとする。(但し、リレーは除く） 

９．参 加 料    一般・・・一人１種目 １１００円    ２種目 １,４００円    リレー １,５００円（１チーム） 

高校・・・一人１種目  ９００円    ２種目 １,２００円    リレー １,５００円（１チーム） 

中学・・・一人１種目  ８００円    ２種目 １,１００円    リレー １,０００円（１チーム） 

小学・・・一人 1種目  ５００円    ２種目   ７００円  リレー    ８００円（１チーム） 

※小学生で新規参加者（フェスティバル参加者も含む）はﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ代として一人５００円が加算される。 

   ※他地区の中学生以上の選手は、自分の地区のナンバーで申込み、当日持参しそのナンバーで出場すること。 

 

10．申込方法    ①釧路地方陸協ＨＰから申込ファイルをダウンロードし、必要事項を入力し、 

②Ｂ５用紙に印刷して期日（９/２必着）まで下記申込先に送付すること。 

申込先･･･〒085－0051 釧路市光陽町 24-17 釧路江南高校 

                    関口 勝彦 宛 

③入力済みファイル(見出しに校名を忘れず)は下記までメール送信すること。 

中学・高校・一般･･･ kus.tottori@gmail.com（鳥取中学校 村上） 

         小学･･･ban@sip.or.jp(鳥取西中学校 番匠) 

④申込期日・・・ 令和２年９月２日（水）必着厳守（プログラム編成会議のため） 

男 

子 

 

 １００ｍ  ２００ｍ  ４００ｍ ８００ｍ  １５００ｍ ５０００ｍ  １１０ｍＨ ４００ｍＨ 

 ５０００ｍＷ 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 

女 

子 

 

 １００ｍ  ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ  １５００ｍ ３０００ｍ  １００ｍＨ ４００ｍＨ 

 ５０００ｍＷ 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 

男 

子 

 １００ｍ ４００ｍ ３０００ｍ  １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ 

走幅跳 砲丸投 

女 

子 

 １００ｍ ８００ｍ １００ｍＨ ４×１００ｍＲ 

走幅跳  砲丸投 

男 

 

子 

３年 １００ｍ   ８００ｍ   走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 共 

 

通 

 

 ４×１００ｍＲ 

 

４年 １００ｍ   ８００ｍ   走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

５年 １００ｍ １５００ｍ   走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

６年 １００ｍ １５００ｍ   走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

女 

 

子 

３年 １００ｍ   ８００ｍ   走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 共 

 

通 

 

 ４×１００ｍＲ ４年 １００ｍ   ８００ｍ   走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

５年 １００ｍ   ８００ｍ   走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

６年 １００ｍ   ８００ｍ   走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

小学男女(２年生以下)  １００ｍ  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投（nishi 製ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙﾐﾆ使用） 



⑤参加料納入 

下記宛まで振り込むこと。（現金書留は、禁止とする。必ず送金か手渡しにしてください。） 

（ゆうちょ銀行から） 【記号】19090  【番号】44140901  【おなまえ】ｾｷｸﾞﾁ ｶﾂﾋｺ 

（他金融機関から） 【店名】九〇八(読みｷｭｳｾﾞﾛﾊﾁ)  【店番】908  【預金種目】普通預金 

                    【口座番号】4414090   【名前】ｾｷｸﾞﾁ ｶﾂﾋｺ 

【依頼人】 の欄は、大会名＋所属団体名 or 個人名（個人申込）とする。 

 例 ｼｭｳｷ ｸｼﾛｺｳﾅﾝ ｼｭｳｷ ｾｷｸﾞﾁ 

              

11.そ の 他     (1) 参加者は大会プログラム・掲示板等への氏名、所属、学年、競技結果の掲示について了承する者

とする。 

                (2) ９月７日（土）は次の種目を実施する。 

                ★ 男子…中学１００ｍ 中学２００ｍ ２００ｍ 中学８００ｍ ８００ｍ 

             中学３０００ｍ ５０００ｍ ４００ｍH  中学４×１００ｍＲ ４×１００ｍＲ 

             走高跳 棒高跳 中学走幅跳 走幅跳  中学砲丸投 円盤投  ﾊﾝﾏｰ投 

★ 女子…中学１００ｍ 中学２００ｍ ２００ｍ 中学８００ｍ ８００ｍ  

      中学３０００ｍ ３０００ｍ  ４００ｍH  中学４×１００ｍＲ ４×１００ｍＲ 

     走高跳 棒高跳 中学走幅跳 走幅跳  中学砲丸投 円盤投 ﾊﾝﾏｰ投 

               (3) ９月８日（日）は小学男女・フェスティバル・男女の上記以外の種目を実施する。 

          中学生は中学種目及び共通種目に参加できる。（４＊４００Ｒ含む） 

              (4) 400ｍ、400ｍH、1500ｍ以上のトラック種目はタイムレースとする。また、４＊４００Ｒもタイム

レースとする。 

        (5) 一般高校の男女 5000ｍＷは競技標準時間を 45 分とし、超えた場合失格となることがある。 

        (6) フェスティバルのトラック競技はタイムレースとし、ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙの試技は３回として行う。 

又、フェスティバル参加者全員に記録賞を与える。 

              (7) 小学男女のフィールド競技（走高跳を除く）の試技は３回として行い、各学年ごとに順位をつけ

る。 

              (8) スクールリレーカーニバルの前々年度優勝チームの一般高校・中学は１２日（土）８時３０分ま

で、小学生は１３日（日）８時３０分まで優勝杯を本部席に持参すること。 

              (9) 小学生のナンバーカード（割当ナンバー）は６年生まで使用できる。 

        (10) 中学生は 1日目の中学 100ｍに出場しても、2 日目の共通 100m にも出場できる。 

                (11) 参加者は、釧路陸協 HP掲載のコロナウィルス感染対策関連の諸注意に従うこと。 

              (12) プログラムの配布は行わない。釧路陸協の HP を確認し参加すること。結果記録の掲示は行わな

い。競技終了後、釧路陸協の HP に掲載する。プログラム販売は 30部程度とする。 

(13) 各校の顧問の先生には、審判業務をしていただきます。大会当日は、学校受付の他に審判受付を

行い、毎朝 8：00より本部前で行われる審判打ち合わせに出席して下さい。 

            (14) 補助員の協力をお願いいたします。怪我やその他の理由で出場しない選手や、３年生で協力して

くれる生徒がいましたらお手伝いください。弁当・交通費の支給はありません。（各日とも 8:00

に会議室に集合してください） 

        (15) 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になった場合の参加料は返金

       しません。ただし、一定期間事前に中止また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。 


