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要項

開催趣旨
近年、全国的に児童の体位向上は著しいものがありますが、それと平行して基礎体力の向上が望ま
れているところであります。一方、多くのスポーツが低年齢者層に普及しつつあり、スポーツ関係
者としては誠に喜ばしいかぎりであります。
そうしたなかで、各スポーツの指導者からは、小学生の基礎体力の向上とともに、あらゆるスポー
ツの基本である「走る」「跳ぶ」「投げる」ことの正しい指導が強く望まれております。
そこで日本陸上競技連盟では、小学校高学年の児童を対象に陸上競技の基本技術の習得を目的とし
ての競技会を開催いたします。また、大会を通じてグループ生活の中でのよい友達づくりやマナー
の涵養、陸上競技を通しての基礎体力の養成を図ります。本交流大会が、小学生のみなさんが生涯
を通してスポーツに親しんでもらえるきっかけとなるよう願って開催いたします。
上記の趣旨を十分に配慮しながら、以下の開催要項に従い第３８回大会を開催いたします。
1 開催要項
［大 会 名］ “日清食品カップ”第３８回宮城県小学生陸上競技交流大会
［主
催］ 一般財団法人宮城陸上競技協会
［後
援］ 公益財団法人日本陸上競技連盟、公益財団法人 安藤スポーツ･食文化振興財団
仙台市（申請中）
［協
賛］ 日清食品ホールディングス株式会社
［期
日］ ２０２２年６月２６日（日）
受付 午前８:００～９:００、 競技時間 午前９:３０～１６:００（予定）
［会
場］ 弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）
〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野2-11-6
TEL：022-256-2488
［参 加 者］ 小学校４･５･６年生に該当する年齢で（宮城県大会種目を含む）、県内４ブロック（仙南・
仙台・石巻沿岸・県北）選考大会を経て選ばれた選手とする。
2 競技会要項
(1) 実施種目
５年

１００ｍ

男／女

全国大会選考

６年

１００ｍ

男／女

全国大会選考

共通

コンバインドＡ：８０ｍＨ・走高跳

男／女

全国大会選考

共通

コンバインドＢ：走幅跳・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

男／女

全国大会選考

共通

４ｘ１００ｍリレー

男女混合

全国大会選考

友好

１００ｍ

男／女

トライアル

４年

１００ｍ

男／女

宮城県大会

６年

１０００ｍ

男／女

宮城県大会

(リレー補欠選手が出場できる）

(2) 県大会参加資格ならびに条件
① 宮城県内のクラブまたは小学校に在籍する以下の学年の児童であること。
６年生・２０１０年４月２日～２０１１年４月１日の間に生まれた者
５年生・２０１１年４月２日～２０１２年４月１日の間に生まれた者
４年生・２０１２年４月２日～２０１３年４月１日の間に生まれた者
② 選手の所属は、小学校、クラブ(地域スポーツクラブや陸上クラブ等)のいずれも可能とする。
ブロック選考大会への参加は、１人１所属・１会場とし、複数会場への参加は認めない。その際、学
校所在地、または、クラブ活動拠点地のいずれかの選考大会会場を選択できる。

③ 県内各ブロック選考大会を経て、加盟団体またはブロック枠により出場を認められていること。
所属・種目（リレーチーム編成）は、ブロック選考大会と同様でなくてはならない。
④ 県大会への出場は１人２種目までとし、申込み後の変更・追加は認められない。
全国大会出場権利は１人１種目のため、必ず、リレーを優先（チーム編成・補欠含む）することにな
る。個人種目を選ぶことは出来ない（次点者繰上げ）。
⑤ 各ブロック選考大会担当加盟団体エリア、および、選考方法は別途定める。
※宮城県大会資料①として各加盟団体へ通知する。同様にホームページ掲載。
(3) 競技規則
① ２０２２年度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。
② リレーオーダー用紙は、各組招集完了時刻１時間前までに提出することとし、提出後の変更は認めら
れない。ただし、主催者が任命した医務員の判断があった場合を除くが、走順の変更は出来ない。
(4) 競技方法
すべての種目でスパイクシューズを使用してもよいが、素足での出場は危険を伴うので禁止する。
［トラック競技］
① スタートの合図はイングリッシュコールとし、クラウチングスタートを原則とする。スターティング
ブロックは使用しなくても良い（スタンディングスタートは、ケガ・障害がある場合の特例措置）。
② 同じ競技者が２回の不正スタート をしたとき、その競技者を失格とし、オープン参加として走る。
③ 男女混合４ｘ１００ｍリレーは男女各２名から編成され、走順は自由とする。
④ リレー競走に出場する選手のユニフォームは、原則、チームの全選手とも同一デザインとする。ただ
し、男女による型の違いは認めるものとする。
⑤ ５・６年１００ｍは、予選をタイムレースで行い、上位選手８名で決勝を行う。４x１００ｍリレー、
および宮城県大会種目は、タイムレース決勝で順位を決定する。友好１００ｍは順位決定を行わない。
［コンバインド競技］
① 競技はＡ・Ｂともに２種目の合計得点で順位を決定する。合計得点が同点の場合は、同順位とし、
８０ｍハードルと走幅跳における風速は得点・順位に影響しない。フィールド種目の試技時間は６０
秒以内とする。なお、各種目の得点は、『ＪＡＡＦ 小学生混成競技得点表（２０２０）』による。
② ８０ｍハードルは、高さ約７０ｃｍ、ハードル数９台、ハードル間７ｍ、スタートから第１ハードル
まで１３ｍ、最終ハードルからフィニッシュまで１１ｍで行う。
③ 走高跳の跳び方は「はさみ跳び｣とし、脚が最初にバーを越え、マットへの着地は足裏からとする。
競技は、男子１１０ｃｍから、女子１０５ｃｍから開始し、バーは５ｃｍずつ上げる。
試技は、自分が申告した高さから開始し、２回続けて失敗した時点で終了とする。
④ 走幅跳、ジャベリックボール投は全員２回ずつの試技を行い、良い記録を得点に換算する。
⑤ ジャベリックボール投の助走距離は１５ｍ以内とし、ボール本体を持ち、オーバーハンドスローで投
げることとする（羽だけを持って投げることは禁止する ）。
⑥ スタートまたは試技を行い、参考記録（８０ｍハードルにおけるオープン参加時）、記録無し、失格
は０点とする。 スタートまたは試技を行わない場合も、棄権とし０点とする。
なお、最初の種目で棄権した競技者は、２種目目には出場できない。
(5) 表彰
全種目（友好１００ｍ除く）３位までの入賞者には賞状・メダル、４位～８位までの入賞者には賞状、
参加者全員に参加記念品と記録証を授与する。
3 加盟団体による県陸協への申請・報告
(1) 要項の事前申請
ブロック選考大会主催協会は、開催１ヵ月前までに要項をＥメールの添付ファイルで提出すること。
(2) トップ８リザルトの報告
ブロック選考大会終了後３日以内に、所定の報告様式をＥメールの添付ファイルで提出すること。

4 県大会出場申込み
県大会出場決定の確認を宮城陸協ホームページ参照で行い、原則として、所属ごとに、下記手順で手続きを
すること（所属申込みが困難な場合は、担当エリア協会へ問合せる）。
申込期限については下記のとおりとし、厳守すること。期限を過ぎた申込みは認めない。
［手順１］エントリー
1 エントリー期間 ２０２２年５月１６日(月)～６月８日(水)２０：００まで
2 エントリー方法 ＊ ⑴または⑵いずれかの方法でエントリーする。
⑴ ニシ・スポーツ ホームページのWeb登録サービスで行う
http://nishi-nans21v.com
※詳細については，Web登録サービスに掲載のマニュアルを参照のこと。
⑵ エントリーシートにデータを入力し，宮城陸協事務局宛にメールで送る。
［手順２］参加料
1 個人種目
１人１種目毎
500円 （友好レースも含む・リレー補欠者参加義務化）
2 リレー種目
１チーム１種目
2000円 （補欠者を除く４人分）
3 参加料の確認
Web登録用シートに参加料の合計額が表示されるので確認すること。
4 入金
６月８日(水)まで，下記振込先に入金すること。
※参加料については，主催者による大会中止以外はいかなる理由でも返金しない。

参加料振り込み先 ：【ゆうちょ銀行】
ゆうちょ銀行から：【記号】０２２５０－９
【口座番号】１４４４１６
他銀行から
：【店名】二二九店
【口座番号】２ 当座預金 ０１４４４１６
【口座名義】イッパンザイダンホウジンミヤギリクジョウキョウギキョウカイ
一般財団法人宮城陸上競技協会
＊＊＊振込み通信欄に「０６２６○○○」と明記＊＊＊

○○○は所属団体名

5 代表選手・チームの選考と手続き
(1) 本大会の全国大会選考種目最上位者は、８月１９日（金）～２１日（日）神奈川県･日産スタジアム開催
の「全国小学生交流大会」への出場権利を有し、仮登録をもって確定とする。選考状況により、その権
利が順次繰り上がる場合がある。（本県代表はリレーチームでの出場を優先しなければならない）
なお、全競技終了後、会議室１にて仮登録手続きを行う。
(2) 本大会の混合４ｘ１００ｍＲ第１位チームは、８月７日（日）開催の「東日本小学生競技交流大会・北
海道函館大会」に招待される。選考状況（全競技終了後）により、その権利が変更される場合がある。
(3) 混合リレー上位８チームは、７月９日（土）開催の「宮城県選手権大会小学生リレー」に招待されるの
で、当該チームは本大会終了後、当日中に手続きを行う。（受付時配布資料を参照）
6 駐車場利用と競技場使用
(1) 競技場前駐車場およびＪＲ跡地は許可車（競技役員）専用となるため、一般車は利用できない。
(2) 競技者の送迎・荷物搬出入など、競技場前ロータリー侵入を禁止する。
(3) 競技者、所属関係者・観覧者は「競技場使用ルール」(宮城陸協ＨＰ掲載予定）を厳守すること。
(4) 感染症予防対策として、入場制限が課せられる場合がある。
7 個人情報の取り扱いについて
(1) 主催者は、個人情報保護に関する法律および関連法令等を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針
に基づいて個人情報を取り扱う。 なお、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び作成
記録発表、ホームページその他競技運営 及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。
(2) 本大会はテレビ放送およびインターネットで動画配信を行うことがある。
(3) 本大会の映像・動画・画像は主催者の許可なく第三者がこれを使用することを禁止する。
※インターネット上において動画や画像を配信することを含む。
(4) 競技場内での写真・ビデオ等の撮影について
本大会主催者に申請があった者の撮影を許可する。関係者・観覧者の撮影は制限される場合がある。
(5) 映像・動画・画像の二次使用について
本大会主催者が認めた報道機関や大会の協賛・後援の各団体が撮影した大会の映像・動画・画像・記事

・個人情報等を、主催者および主催者が認めた第三者が大会運営および宣伝等の目的で、大会ポスター
・プログラム・パンフレット・大会報告等への使用、およびテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・SNS・ホー
ムページ等の媒体に掲載することがある。
8 「迷惑撮影防止対策」について
アスリートの盗撮、写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行為です。
本競技会において、不審な行動が見受けられた場合には、速やかに大会スタッフまたは競技役員までお声
がけください。
アスリートが安心して競技に取り組める環境づくりにご協力をよろしくお願いいたします。
9 その他注意事項
(1) 本大会は新型コロナウイルス感染症の対応として日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開についてのガイ
ダンス」に準拠し行う。
(2) 競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者にて行うが､ 以後の責任は負わない。
(3) 主催者および後援、主管、協賛、協力の各団体は、競技会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染
症の感染に対するいかなる責任を負わない。
(4) 主催者として大会中、傷害保険補償に加入するが、新型コロナウイルス感染症は補償の対象外となる。
※大会参加中に負傷した場合に限る。移動時に傷害保険補償を適用する事象が起きた場合は、主催者
（大会事務局）が用意した交通手段を利用した場合に限る。
(5) 新型コロナウイルス感染症等の影響によって、大会が中止、中断または延期になることがある。
(6) 新型コロナウイルス感染症等の影響によって、大会要項を変更することがある。
(7) 新型コロナウイルス感染症等の影響によって、観戦者の入場に制限を行うことがある。
―問い合わせ―
＊ 大会事務局：一般財団法人 宮城陸上競技協会 事務局
〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘４０―１ 宮城県総合運動公園内
TEL 022-767-2194 ／ FAX 022-781-5524
Email info@jaaf-miyagi.com
＊

本大会担当：宮城陸上競技協会 普及育成委員長
TEL 090-3644-0023（平日12:00～16:00）
Email shiroishirikukyou_miyagi@yahoo.co.jp

佐藤善典

