
第４０回釧根小学生陸上競技教室 

兼第４０回北海道小学生陸上競技大会釧路地方予選会 

兼２０２２記録会 開催要項 
 
 

１．主  催   （一財）北海道陸上競技協会 （一財）釧路市スポーツ振興財団 

 釧路市小学校運動競技連絡協議会  北海道新聞社   北海道新聞 HotMedia 

２．主  管    釧路地方陸上競技協会 

３．後  援   （公財）日本陸上競技連盟  文部科学省  北海道教育委員会  釧路市  釧路市教育委員会 

        釧路市スポーツ協会 北海道小学校長会 （公財）日本スポーツ協会日本スポーツ少年団 

        （公財）安藤スポーツ・食文化振興財団 

４．協  賛    日清食品ホールディングス株式会社   

５．日  時    令和４年６月４日（土）雨天決行 

開 始 式:８時３０分 

競技開始:９時００分 (予定。コロナ対策で変更の可能性があるのでＨＰで確認すること) 

６．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 

７．競技種目  

（小学生陸上）                                                                                            

                ＊リレー競技は、下の学年が上の学年に入ることができる。ただし全道大会出場は５、６年生に限る。 
 

（南部忠平記念大会選手選考レース）＊全競技終了後実施予定 ＊参加費は＋１種目として扱う。  

性別学年 競 技 種 目 

男子 ５年、６年 １００ｍ 

女子 ５年、６年 １００ｍ 

性別学年 競      技      種      目 

男 

 

子 

３年 １００ｍ  ８００ｍ ジャベリックボール投 

４年 １００ｍ ８００ｍ   ４×１００ｍＲ   走幅跳   ジャベリックボール投             

５年 １００ｍ １５００ｍ ８０ｍＨ ４×１００ｍＲ  走高跳  走幅跳  ジャベリックボール投  

６年 １００ｍ １５００ｍ ８０ｍＨ ４×１００ｍＲ  走高跳  走幅跳  砲丸投 

ジャベリックボール投 

コンバインド A（８０ｍＨ 走高跳）コンバインド B（走幅跳 ジャベリックボール投） 

女 

 

子 

３年 １００ｍ ８００ｍ ジャベリックボール投 

４年 １００ｍ ８００ｍ  ４×１００ｍＲ   走幅跳   ジャベリックボール投   

５年 １００ｍ ８００ｍ ８０ｍＨ ４×１００ｍＲ  走高跳  走幅跳  ジャベリックボール投 

６年 １００ｍ ８００ｍ ８０ｍＨ ４×１００ｍＲ  走高跳 走幅跳  砲丸投 

ジャベリックボール投 

コンバインド A（８０ｍＨ 走高跳）コンバインド B（走幅跳 ジャベリックボール投） 

混

合 

５ 年

・６年 
４×１００ｍＲ 



（２０２２記録会）（中学生） 

性 別 競      技      種      目 

男 子 
２００ｍ  ３００ｍ ８００ｍ １０００ｍ ３０００ｍ １００ｍＨ １１０ｍＨ 

４×１００ｍＲ 三段跳 走高跳 砲丸投 ジャベリックスロー 四種競技 

女 子 
２００ｍ  ３００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １００ｍＨ １００ｍＹＨ 

４×１００ｍＲ 三段跳 走高跳 砲丸投 ジャベリックスロー 四種競技 
 

８．競技規則  ２０２２年日本陸上競技連盟競技規則に準ずるが、児童（小学生）である年齢を考慮した

教育的配慮のもとに競技を進行する。 
 

９．競技方法 (1)５、６年生の個人種目で３位までに入賞した選手およびリレー種目で２位までに入賞した

選手（指導者・保護者・申込責任者）は、競技終了後すみやかに大会本部（総務 松田）

で全道大会に出場するかどうかの意志を伝えること。 

 (2)スパイクシューズの使用は自由とする。使用の場合のピンの長さはオールウェザー対応 

９ｍｍ以下とする。 

 (3)トラック競技のスタートは、イングリッシュコールとし、同じ競技者が２回の不正スター

トをした時、その競技者を失格とする。 

 (4)５・６年生の１００ｍ・８０ｍＨ・４×１００ｍＲはクラウチングスタートとする。 

 (5)８０ｍＨは、ハードルの高さ７０ｃｍ、ハードル間７ｍ、ハードルの台数９台、スタート

から第１ハードルまで１３ｍ、最終ハードルからゴールまで１１ｍとする。 

 (6)走高跳（はさみ跳）は、マットへの着地は必ず足裏からとし、背・腹などからの着地は 

無効試技とする。 

 (7)コンバインドＡは８０ｍＨと走高跳、コンバインドＢは走幅跳とジャベリックボール投と

し、コンバインド競技と個人種目の８０ｍＨ・走高跳・走幅跳・ジャベリックボール投に

ついては別の種目とする。 

 (8)フィールド競技の試技はすべて３回とする。ただし、コンバインド競技については全国大

会要項に準じ、試技を２回とする。 

 (9)ジャベリックボール投は、主催者が用意した器具を使用する。やり投げに準じて行うが、

助走距離は１５ｍ以内とし、距離の計測は、器具が最初に地面についた地点から計測する。

羽を持っての投てき、回転投げを禁止する。 

 (10)砲丸投は、男女とも 2.721kg 以上（中学女子の規格）とし、回転投げを禁止する。 

（11）全競技終了後、5，6年男女の南部記念選考レース（１００ｍ）を行う。 
 

10. 参加資格  (1)釧路・根室管内の小学校に在籍する児童で学年区分の種目に限る。但し、リレー種目は下

の学年が上の学年に入ることはできるが、混合リレーは 5，6 年に限る。また、複数のチ

ームにまたがって登録することはできない（１人１所属に限る） 

 (2)中学生は令和４年度登録選手であること。 

(3)参加者は大会運営上必要なプログラム・掲示板等への氏名、所属、学年、競技結果の掲示

について了承するものとする。 

(4)参加者は、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、釧路地方陸協指

定の「チェックリスト（自己診断用）」を学校・チーム毎まとめて当日に提出すること。 
 

11．出場制限    (1)一人２種目までとする。（但し、リレーは除く） 

(2)リレーは、各学年１校１チームとし、一人１チームのみの出場とする。 
 
 
 



 

12．申込方法   以下の(1)～(4)の３点を、期日までに済ませること。 

   申込期限   令和４年５月２５日（水）必着  

＊今年度から申し込み方法が大きく変わります（NISHI WEB システム） 

（ｗｅｂ申し込み方法はＨＰをよく読むこと） 

      （１）Nishiweb へ ユーザー登録（無料） 

   （２）「NISHI WEB システム」を検索し、大会申込 

      ＊団体登録の申し込み責任者のメールアドレス・電話・氏名は必ず入力してください。 

      ＊小中学生のクラブチーム所属選手は学年の欄は、小学生は S４（小学 4 年生）、J2（中学 2 年生）

       のように S と J をつけてください。学校所属の場合は今まで通り学年のみで良いです。 

      （３）参加料 小学 １種目 500円  ２種目 700円 ３種目 900円 リレー800円 新規ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ 500円 

           中学 １種目 800 円  ２種目 1100 円 リレー1000 円 

   （４）参加料納入  下記宛まで振り込むこと。  

（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、チームの場合は所属団体名とする。12 文字におさまるよう市町村立は入れな

いで通称などを利用し、判別できるようにしてください。 例 ｸｼﾛﾒｲｷ ｼﾍﾞﾁｬｺｳ ｼﾍﾞﾁｬﾁｭｳ 

＊依頼人名と申し込み責任者名が異なる場合は k-sekiguchi@hokkaido-c.ed.jp（明輝高校 関口）

に連絡してください。 

＊振り込みはゆうちょアプリからなら月に 5 回まで手数料無料です。 

＊手渡しの場合は 5/25 厳守のうえ、硬貨は最小限にして下さい。（大会当日持参は不可） 
 

13. 表    彰    (1) 小学生は各種目３位まで賞状を授与する。又、参加者全員に記録賞を授与する。 

                (2) 小学生は男女優秀選手賞を授与する。 
 

14. 教    室    はじめて陸上競技の大会に出る人のために陸上教室を行う。（小学生） 

内 容      大会参加の流れ（受付からスタートまで） 

指導者      釧路地方陸上競技協会員 

時 間      ８：００(時間は競技時間によって前後します。ＨＰの競技日程を事前に

確認して下さい。) 
 

15. そ の 他  (1)アスリートビブス（ナンバーカード）については、4/29記録会・5/7 春季選手権で使用

した番号を使用してください。 

(2)プログラムの配布は行わない。プログラムおよび競技日程は釧路地方陸協ホームページ

に掲載するので事前に印刷・確認しておくこと。 

(3)新規アスリートビブス（ナンバーカード）の配布は、大会当日競技場で配布する。配布

されたアスリートビブスは小学校在学中（次年度も）使用するので大切に保管すること。 

(4)標準記録に変更があった場合は、釧路地方陸上競技協会ホームページでお知らせします。 

(5)万一の事故に備えて、事前にスポーツ傷害保険に加入のこと。     
 

16. 全道大会 

  ＊全道大会要項（北海道陸上競技協会ＨＰ参照） 

   ＊２０２２年小学生陸上競技大会等に関する連絡事項（別紙） 

必ず合わせて熟読すること。 


