
第３０回北海道陸上競技フェスティバル・第７７回釧路市体育祭陸上競技大会 

兼 第５３回秋季選手権大会 兼 第３６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  釧路市スポーツ協会   (一財)北海道陸上競技協会 

 釧路地方陸上競技協会  釧路地区中学校体育連盟 
 

２．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 
 

３．日  時    令和４年９月１０日（土）～１１日（日） 競技開始 ９時００分予定    
 

４．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 
 

５．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（下記以外は共通種目で参加できます）＊４×１００ｍＲはスクールリレーカーニバル種目 

 
 

 

 
 
 

★小 学（３～６年）＊４×１００ｍＲはスクールリレーカーニバル種目 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

★フェスティバル（小学１～２年） 

 

 
 

６．参加資格    令和４年度登録選手であること。（小中学生は除く） 

        釧路・根室管内に在住・在学の者。 
 
７．参加制限    一人２種目までとする。(但し、リレーは除く） 
 
８．参 加 料 

 

 

 

 

 

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

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（一･J） 円盤投（一･J） ハンマー投（一･J）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 ３０００ｍ  １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ 

走幅跳 砲丸投 

女 

子 

 １００ｍ 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  ８０ｍＨ １５００ｍ 

走高跳  走幅跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

５年 １００ｍ １５００ｍ  ８０ｍＨ 走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

６年 １００ｍ １５００ｍ  ８０ｍＨ 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  ８０ｍＨ 走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

５年 １００ｍ  ８００ｍ  ８０ｍＨ 走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

６年 １００ｍ  ８００ｍ  ８０ｍＨ 走高跳  走幅跳  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

小学男女  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） 

 １種目 ２種目 リレー(1 ﾁｰﾑ) 

一般 1,100円 1,400円 1,500円 

高校 900円 1,200円 1,500円 

中学 800円 1,100円 1,000円 

小学 500円 700円 800円 



９．申込方法    以下の(1)～(3)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３１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） 

＊団体登録の申し込み責任者のメールアドレス・電話・氏名を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・略称など

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

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(8/31)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。 

 

10．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１０日（土）は次の種目を実施する。 

                ★ 男子…１００ｍ 中学１００ｍ ４００ｍ １５００ｍ １１０ｍＨ ５０００ｍＷ 

             中学４×１００ｍＲ予 ４×１００ｍＲ 

             走高跳 棒高跳 三段跳  中学砲丸投 砲丸投 円盤投  ハンマー投 

★ 女子…１００ｍ 中学１００ｍ ４００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ ５０００ｍＷ 

中学４×１００ｍＲ予 ４×１００ｍＲ 

走高跳 棒高跳 三段跳 中学砲丸投 砲丸投 円盤投 ハンマー投 

             (3) ９月１１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。（４×４００ｍＲを含む） 

            (4) 400ｍ以上のトラック種目はタイムレースとする。４×１００ｍＲは予選を実施する。 

       (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、ジャベリックボールの試技は

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、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１０日（土）

８：３０まで、小学生は１１日（日）８：３０までに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) 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。 

             (11) 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。 

(12) 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、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８：１０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。 

(13) 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） 

(14) 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。 


