
第６６回全日本中学生通信陸上競技宮城県大会要項 

～ アシックスチャレンジカップ ～ 
  

１  主  旨  各都道府県ごとに陸上競技を行い，その成績を日本陸連に集め，各種目ごとに全国順位
        をつける通信競技大会とし，陸上競技の正しい普及と発展のために，この大会を通じて，
        中学生の精神的・身体的な正しい訓練を助成するものである。 
 

２  主  催  (公財)日本陸上競技連盟，（一財）宮城陸上競技協会 
 
 ３ 主  管 （一財）宮城陸上競技協会 
 
  ４  後  援  ＮＨＫ，朝日新聞社 
 
 ５ 協  賛 アシックスジャパン株式会社 
 
 ６ 期  日 令和２年８月２９日（土）～３０日（日） 
 
 ７ 場  所 キューアンドエースタジアムみやぎ（宮城スタジアム） 
 
 ８ 競技種目  男子（１６種目）       女子（１３種目） 
         【男子】           【女子】 
        １年  １００ｍ       １年  １００ｍ 
        １年 １５００ｍ          １年 １５００ｍ（宮城県独自の実施種目） 
        ２年  １００ｍ       ２年  １００ｍ                      
        ３年  １００ｍ       ３年  １００ｍ                      
        共通  ２００ｍ       共通  ２００ｍ                      
        共通  ４００ｍ       共通  ８００ｍ                      
        共通  ８００ｍ       共通 １５００ｍ                     
        共通 １５００ｍ       共通 １００ｍＨ                      
        共通 ３０００ｍ       共通 走 高 跳                      
         共通 １１０ｍＨ       共通 走 幅 跳                      
        共通 走 高 跳       共通 砲 丸 投                      
        共通 棒 高 跳       共通 四種競技(①１００ｍH②走高跳③砲丸投④２００ｍ)   
        共通 走 幅 跳       共通 ４×１００ｍＲ                  
        共通 砲 丸 投 
        共通 四種競技(①１１０ｍＨ②砲丸投③走高跳④400m) 
        共通 ４×１００ｍＲ 
 
    備考（１）ハ－ドルは次の規格で行う。 
              男子･･･110mH  個数１０台   高さ 0.914m  ｲﾝﾀ-ﾊﾞﾙ  13.72-9.14･･14.02 
              女子･･･100mH  個数１０台   高さ 0.762m  ｲﾝﾀ-ﾊﾞﾙ  13.00-8.00･･15.00 

（２）四種競技を実施する場合は，３種目と１種目に分けて２日間で実施する。(男子は１日
目に①～③，２日目に④を，女子は１日目に①，２日目に②～④を競技する） 

（３）砲丸投の重さは，男子 5.0kg，女子 2.721kg，男子四種砲丸投は 4.0 ㎏を使用する。 
（４）本大会における，リレー競技の優勝チームは「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第

５１回Ｕ１６陸上競技大会」の出場権を得る。 
 
  ９ 競技規定 
    （１）２０２０（公財）日本陸上競技連盟競技規則と本大会申し合わせ事項によって行う。 
    （２）トラック競技は，写真判定とする。 
    （３）風力計測については，デジタル風速計を使用する。 
 
 １０  参加資格 
    （１）日本陸上競技連盟中学生登録者（クラブチーム登録者も含む）で，２００５年４月２日から２

００８年４月１日に出生した生徒であること。 
      本大会へ参加する場合は，日本陸上競技連盟への登録が必要です。 
            登録料  一人５００円 
            登録方法：各所属ごとに Web による登録（日本陸連 Web 会員管理システム「JAAF－Star

t」使用）を行い，名簿と登録料を提出する。 
  （２）本年度，定期健康診断に於いて異状なしと判断され，その後の活動状況から本大会の出場に差

し支えないと判断し，保護者が参加を承諾し，大会出場承諾書を提出した者。 
    （３）日本陸上競技連盟及び宮城陸上競技協会が指定する，新型コロナウイルスについてのガイダン

スに沿って，JAAF 体調管理チェックシート（大会前）に記入し大会当日提出すること。 



１１ 参加制限 
  （１）個人種目は，各所属１種目１名，１人１種目とする。（リレ－は除く）ただし，標準記録突破

者が２名いる場合は２名まで出場できる。※標準記録は，１５．に記載の表を参照。 
  （２）個人種目とリレー種目は，同一の所属で出場すること。 
  （３）学年別種目は，該当学年の生徒に限る。 
     共通種目は，全学年共通とする。 
     学年別種目のあるものについては，共通種目への参加はできない。（男女１年 1500ｍ） 
          他国籍等の選手の学年種目参加については，他の選手が不利にならないように配慮する。 
    （年齢が違う場合は共通種目に参加すること。） 
 
１２ 競技方法 
  （１）午前９時００分競技開始とする。 
  （２）トラック競技１００ｍ～８００ｍまでは，予選タイムレ－スで決勝進出者を決定する。 
     １５００ｍ，３０００ｍは，タイムレース決勝とする。 
  （３）フィ－ルド競技の計測ライン及び競技開始の高さ，バーの上げ方はプログラム編成会議で決定
     する。 
  （４）エントリータイムを基に番組編成を行う。 
  （５）各レースで不正スタートは，混成競技を除き，一度の不正スタートでも責任を有する競技者は
     失格とする。混成競技は，不正スタートを２回目以降に行った競技者が失格となる。スタート
     の合図については英語で行う。 
     スタート時の不適切行為に関しては審判長によって警告「イエローカード」を与えられること
     がある。２枚の「イエローカード」の提示を受けた競技者には「レッドカード」が提示され，
     当該種目のみを失格とする。ただし，競技会からは除外しない。 
 
１３ 申込方法 

（１）①インターネットでの入力（NANS２１V，Web 登録）による申し込み。 
・NANS２１V，Web サービスの Web サイトからログインする。※申し込み後の種目変更や追

加は認めない。※エントリータイムは必ず記入すること。（予想タイムでも可） 
・申し込み期日：令和２年８月１７日（月）厳守  

注：期日を過ぎるとエントリーできなくなります。 
・この申込により，生徒の氏名・所属名・学年・性別のプログラムの記載を了承したものと

する。 
②入力後の提出書類（大会申込み一覧表） 

・NANS２１V，Web 登録で作成したエントリーファイルの印刷帳票の原本（①で入力作成し
たもの） 

※エントリーミスを防ぐために，選手本人に必ず原本を確認させること。 
※大会申込み一覧表の責任者名に申込責任者名，競技役員協力者を入力し，押印するこ

と。（本大会での競技役員に協力できる方を各所属から１名以上，必ず入力すること。
協力いただけない所属は，参加をお断りします。） 

・完成した「申込一覧表」は，申込責任者名，役員協力者の入力を確認し，８月１９日(水)
までに，各地区の責任者に提出すること。 

・「申込一覧表」が，ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議に未提出の所属は大会参加を認めない。 
      ※各地区の責任者は，各所属から提出された「申込一覧表」を，ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成会議で提

出すること。 
  （２）プログラム編成会議は８月２１日（金）１４時～ キューアンドエースタジアムみやぎ 会議室

で行います。なお，各地区の責任者が，必ず出席すること。 
  （３）エントリー確認後，エントリーリストを宮城陸協および宮城県中体連陸上競技専門部の Web ペ

ージにＵＰ（8/19 以降）するので，必ず確認すること。原則として大会当日の訂正は受け付
けません。訂正または，問い合わせは，申込み担当 鈴木愛子（仙台市立袋原中学校）まで。 

  （４）参加料について 
     個人種目は一人６００円，リレーは１チーム１０００円とし，令和２年８月１７日（月）まで

期日厳守で下記の口座に振込むこと。振込手数料は，各所属で負担すること。振込の確認をも
って，エントリー完了とします。 

      
      七十七銀行  宮城町 支店  普通 ５５０３７０１ 
              宮城県中体連陸上競技専門部 部会長 保角 博行（ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ） 
 
      ※振込人は，所属名のみ（例：ﾂﾙｶﾞｵｶ）を記入し，「仙台市立 等」は省くこと。 
      ※参加料の領収証は発行しませんので，振込の控えを各自で保管しておくこと。 

※新型コロナウイルスの蔓延や悪天候よる大会中止，競技者やチームが棄権した場合でも参
加料の返金はしない。 

 
  （５）ナンバ－カ－ドは各所属に割り当て（男女各４０名分）に応じて準備する。陸協登録時に登録

した番号を使用すること。 



１４  表彰 
      各種目の優勝者にはバッジを，８位（リレ－は３位）まで賞状を授与する。 
   ただし，女子１年１５００m は宮城県独自種目のため入賞者に賞状のみ授与する。 
 
１５ 標準記録（有効期限２０１９年４月１日～２０２０年８月１６日） 

                男子（１６種目）            女子（１３種目） 
種   目 参加標準記録 種   目 参加標準記録 

１年 １００ｍ 
１年 １５００ｍ 
２年 １００ｍ 
３年 １００ｍ 

２００ｍ 
４００ｍ 
８００ｍ 

１５００ｍ 
３０００ｍ 
１１０ｍＨ 

走高跳 
棒高跳 
走幅跳 
砲丸投 

四種競技 
４００ｍＲ 

１３秒５０ 
５分１０秒００ 

１２秒７０ 
１２秒４０ 
２５秒７０ 
５８秒００ 

２分１８秒００ 
４分４５秒００ 

１０分１５秒００ 
１８秒７０ 
１ｍ５０ 
２ｍ２０ 
５ｍ３０ 
８ｍ５０ 

１７００点 
各校１チーム 

１年 １００ｍ 
１年 １５００ｍ 
２年 １００ｍ 
３年 １００ｍ 

２００ｍ 
 

８００ｍ 
１５００ｍ 

 
１００ｍＨ 

走高跳 
 

走幅跳 
砲丸投 

四種競技 
４００ｍＲ 

１４秒６０ 
５分４０秒００ 

１４秒００ 
１４秒００ 
２９秒２０ 

 
２分３８秒００ 
５分２０秒００ 

 
１９秒００ 
１ｍ３５ 

 
４ｍ２０ 
８ｍ００ 

１７００点 
各校１チーム 

 ※公認記録以外でも可とする。 
 
１６ その他 

（１）出場選手は，「大会出場承諾書」「ＪＡＡＦ体調管理チェックシート（大会前）」を（Ａ４の
用紙に両面印刷したものを所属ごとにまとめて）大会当日に提出する。なお，提出のない選手
については出場させることができない。 

（２）新型コロナウイルス感染拡大状況や悪天候によって，大会を中止する場合がある。 
（３）新型コロナウイルス感染拡大対策のため，観戦，応援は３年生生徒の保護者のみとする。 
（４）個人情報の取り扱い（利用目的） 

   個人情報保護に関する法令を遵守し，取得した個人情報，選手氏名・所属名・学年等の情報は本
大会プログラムへ掲載し広く公表し，大会結果集約に利用します。また，成績上位者については
報道発表並びにホームページに掲載します。この申込により掲載を承諾したものとします。 

（５）競技中に発生した負傷・疾病については，応急処置等の措置は主催者において行うが，以後の
責任は負わない。 

（６）参考『JAAF 陸上競技活動再開のガイダンス』 
①概 要  （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151422.pdf） 

    ②日常活動について  （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151431.pdf） 
    ③競技会開催について （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151442.pdf） 

    ④【大会前：提出用】体調管理表・症状チェック表  

         （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151501.pdf） 
    ⑤【大会後：自己管理用】体調管理表・症状チェック表 
         （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151512.pdf） 
 

（７）この大会は，陸上競技の強化対策事業の一環として開催しています。 
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