
織田杯・池田杯争奪 第４９回 釧路新人陸上競技大会開催要項 
１．主  催    釧路地方陸上競技協会    高体連釧根支部    釧路地区中学校体育連盟 

２．日  時    令和４年８月２７日（土）～２８日（日）  競技開始  ９時００分予定 

３．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 

４．競技種目 

★ 高 校（オープン種目も以下の通りである。ただし、リレーは除く） 

男 

子 

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

 ３０００ｍSC  ５０００ｍＷ ４×１００ｍＲ  ４×４００ｍＲ  走高跳 棒高跳  走幅跳  三段跳 

 砲丸投（6.0ｋ）  円盤投（1.75ｋ）  ハンマー投（6.0ｋ）  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（4.0ｋ）  円盤投（1.0ｋ） ハンマー投（4.0ｋ） やり投 

  U-16,18 設定オープン 

男子 （ｵｰﾌﾟﾝ）300ｍ 3000ｍ 110ｍＪＨ  

女子 （ｵｰﾌﾟﾝ）300ｍ 100ｍＹＨ  

   出場例（リレー除く）①正＋正 ②正＋正＋設定ＯＰ ③正＋ＯＰ ④ＯＰ＋ＯＰ 

★ 中 学 

男 

子 

１年 
１００ｍ 

１００ｍＨ 
共 

通 

 ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １１０ｍＨ 

 4×100ｍＲ 走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投（5.0ｋ） 

 四種競技(110mH･砲丸投（4.0ｋ）･走高跳･400m) ２年 １００ｍ 

女 

子 

１年 １００ｍ 共 

通 

 ２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １００ｍＨ 

 4×100ｍＲ 走高跳  走幅跳 砲丸投  四種競技（100mH･走高跳･砲丸投･200m） ２年 １００ｍ 

U-16 設定オープン（中学３年生のオープン種目は以下の通りである。） 

３ 

年 

男子 
（ｵｰﾌﾟﾝ）100ｍ 300ｍ 1000ｍ 3000ｍ 110ｍＪＨ  

走高跳 棒高跳 三段跳 砲丸投（5ｋ） 円盤投（1.5ｋ） ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 

女子 
（ｵｰﾌﾟﾝ）100ｍ 300ｍ 1000ｍ 3000ｍ 100ｍＹＨ  

走高跳 棒高跳 三段跳 砲丸投（4ｋ） 円盤投（1.0ｋ） ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 

★ 小 学（３～６年） 

男子  １００ｍ  ８００ｍ  １５００ｍ  ジャベリックボール投 

女子  １００ｍ  ８００ｍ ジャベリックボール投 

５．参加資格    令和４年度登録選手であり、中学・高校とも釧根地区在学の１・２年生に限る。（高校は平

成 1６年 4 月 2 日以降に生まれた者。同一学年での出場は１回限りとする。中学は平成 21 年

4 月 2 日以降に生まれた者に限る。）中学オープンは 3 年生に限る。小学生は、釧路根室地

区在住の 3 年生～6 年生に限る。 

６．出場資格    高 校・・・ １種目１校２名、一人２種目までとする。(ただし、リレーは除く) 

                             ※オープンエントリー（リレーは除く）は正種目と合わせ一人２種目までとす

る。ただし，正式種目を 2 種目エントリーしている選手のみ、3 種目目とし

て U-16,18 設定オープン種目にエントリーできる。 

オープン種目は一覧表のオープンの欄に○印を選択すること。 



        中 学・・・ 一人２種目までとする。(ただし、リレーは除く) 

                            ※オープン種目は３年生のみで、一人２種目までとする。 

              ＊オープン種目のトラックはタイムレースとし、フィールド種目の試技は  

               3 回とする。オープン種目は一覧表のオープンの欄に○印を選択すること。 

        小学・・・一人２種目までとする。 

７．参 加 料    高校・・・一人１種目 900 円    ２種目 1200 円    ３種目 1500 円 リレー1500 円 

             中学・・・一人１種目 800 円    ２種目 1100 円    ３種目 1400 円 リレー1000 円 

小学・・・一人１種目 500 円    ２種目 700 円 

８．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８月１６日（火）必着厳守（8/１８プログラム編成会議のため） 

    学校閉庁日等と重なるので、作成には余裕を持ってください。 

＊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） 

＊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。 

   （２）「NISHI WEB システム」を検索し、大会申込 

（３）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、所属団体名(個人の場合は個人名)とする。例ﾒｲｷ or ｾｷｸﾞﾁｶﾂﾋｺ【依頼人】 の

欄は、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利用して判別

できるようにしてください。 例 ﾒｲｷ ｼﾍﾞﾁｬｺｳ ｼﾍﾞﾁｬﾁｭｳ 

申し込みシステムの代表者と依頼人の名前が変わる場合は、k-sekiguchi@hokkaido-c.ed.jp 

（明輝高校関口）に連絡すること。 

＊市内校などは手渡しでもよいが、期限厳守(8/16)のうえ、硬貨は最小限にすること。 

＊参考 ゆうちょアプリ・ダイレクトを利用すると、一ヶ月に 5 回まで手数料が無料です。  

 

９．連絡事項    

（１）本大会は全道高等学校新人陸上競技大会の支部予選会である。 

（２）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。 

（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者とする。 

（４）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。プログラム販売は行わない。 

（５）各校の顧問の先生には、必ず審判業務をしていただきます。大会当日は、プログラムの

審判編成に名前がなくても、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。 

（６）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に声をかけ、可能な限り専門委員長に連絡（メール等）ください。

mailto:k-sekiguchi@hokkaido-c.ed.jp


当日の増減は可能です。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） 

（７）プログラム編成会議(高校のみ。事務局校（市内高校）の先生方よろしくお願いします) 

8 月１８日（木）１8：００〜陸上競技場 

              （８）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。 

（９）８月２７日（土）は次の種目を実施する。 

        ★ 男 子   

         （高校） ２００ｍ ８００ｍ ５０００ｍ ４００ｍＨ ４×１００ｍＲ 

                    走高跳  棒高跳 三段跳 砲丸投 やり投 ＊オープンの同一種目も実施 

              （オープン ３００ｍ ３０００ｍ １１０ｍJH） 

               (中学) ２００ｍ ８００ｍ  ３０００ｍ １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ(予) 

               棒高跳  走幅跳  四種競技(110mH･砲丸投) 

              （オープン ３００ｍ ３０００ｍ １１０ｍJH 三段跳 ジャベリックスロー） 

         （小学） 全種目（トラック種目はタイムレース・ジャベリックボールは 3 本） 

★ 女 子   

                 （高校） ２００ｍ ８００ｍ  ３０００ｍ ４００ｍＨ ４×１００ｍＲ  走高跳 棒高

跳 走幅跳  砲丸投 やり投  ＊オープンの同一種目も実施 

              （オープン ３００ｍ １００ｍYH） 

               (中学) ２００ｍ ８００ｍ  ３０００ｍ  １００ｍＨ 

４×１００ｍＲ(予) 

               走幅跳 四種競技(100ｍH・走高跳)  ＊オープンの同一種目も実施 

              （オープン ３００ｍ ３０００ｍ １００ｍYH ジャベリックスロー） 

（小学）全種目（トラック種目はタイムレース・ジャベリックボールは 3 本） 

 (10)全道高等学校新人陸上競技大会参加資格及び申し込みについて 

               ① 参加資格 新人全道大会要項・各支部出場枠および参加標準記録による。 

               ② 申込受付は大会二日目競技終了後本部席で行う。 

         ③ 全道申込（様式１）に公印を押印の上持参すること。（要項・その他の書類は、道高体

連陸上専門部ＨＰ https://www.doukoutairen-rikujyou.com/ からダウンロードし、

熟読しておくこと。）   

        （11）全道中学校新人陸上競技大会の申込みについて 

         ① 参加資格 新人全道大会要項による参加資格を得た者。 

               ② 申込受付は大会二日目競技終了後本部席で行う。 

https://www.doukoutairen-rikujyou.com/

