（1）陸上競技

国体選手選考会開催要項

2019 岩手県陸上競技選手権大会要項
兼第 74 回国民体育大会陸上競技選手選考会
兼第 46 回東北総合体育大会陸上競技
第 50 回東北陸上競技選手権大会選手選考会
１

主

催 岩手県 公益財団法人岩手県体育協会

２

共

催 岩手県教育委員会 岩手県高等学校体育連盟 岩手県中学校体育連盟
北上市 北上市教育委員会 公益財団法人北上市体育協会

３

主

管 一般財団法人岩手陸上競技協会

北上市陸上競技協会

４

日

時 ２０１９年７月５日（金）～７日（日） ９時３０分競技開始(３日間)

５

会

場 北上総合運動公園北上陸上競技場
（〒024-0051 北上市相去町高前檀 27-36

６

TEL 0197-67-6720）

競技種目
《１部選手権男子》 【２１種目】
100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 110mH 400mH 3000mSC 5000mW
4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投(7.260Kg) 円盤投(2.000Kg)
ハンマー投(7.260Kg) やり投
《１部選手権女子》 【２０種目】
100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 100mH 400mH 3000mSC 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

《２部男子》 【２３種目】
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 一般砲丸投(7.260Kg)
高校砲丸投(6.000Kg) 一般円盤投(2.000Kg) 高校円盤投(1.750Kg)
一般ハンマー投(7.260Kg) 高校ハンマー投(6.000Kg) やり投
《２部女子》 【２０種目】
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 2000mSC 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
【国民体育大会選考種目】
《３部男子 少年Ａ》

ハンマー投(6.000Kg)

《４部男子 少年Ｂ》

100m 3000m 走幅跳 砲丸投(5.000 ㎏)

《５部男子 少年共通》

110mH(0.991m) 円盤投(1.750Kg)

《３部女子 少年Ａ》

3000m

《４部女子 少年Ｂ》

100m 1500m 100mH(0.762m) 走幅跳

やり投

【１日目に実施する種目】
《２部男子》

100m 200m 400m 800m 1500m
円盤投(2.000Kg)

《２部女子》

100m

110mH 走高跳 棒高跳 走幅跳

円盤投(1.750Kg)

やり投

200m 400m 800m 1500m 100mH 走高跳 棒高跳 走幅跳 円盤投

やり投
【２日目に実施する種目】
《１部男子》

100m

400m 1500m 10000m 400mH 3000mSC 4×100mR 棒高跳 走幅跳

砲丸投(7.260Kg) やり投
《１部女子》

100m

400m 1500m 400mH 3000mSC 5000mW 4×100mR 棒高跳 走幅跳

砲丸投 やり投
《２部男子》

400mH 3000mSC 4×100mR 砲丸投(7.260Kg)

《２部女子》

400mH 2000mSC 5000mW 4×100mR

砲丸投(6.000Kg)

砲丸投

《４部男子 少年Ｂ》

100m 走幅跳 砲丸投(5.000 ㎏)

《４部女子 少年Ｂ》

100m 1500m 走幅跳

【３日目に実施する種目】
《１部男子》

200m

800m 5000m 110mH 5000mW 4×400mR 走高跳 三段跳

円盤投(2.000Kg)
《１部女子》

200m

ハンマー投(7.260Kg)

800m 5000m 100mH 4×400mR 走高跳 三段跳 円盤投

ハンマー投
《２部男子》
《２部女子》

７

5000m

5000mW 4×400mR 三段跳 ハンマー投(7.260Kg) ハンマー投(6.000Kg)

3000m 4×400mR 三段跳 ハンマー投

《３部男子 少年Ａ》

ハンマー投(6.000Kg)

《３部女子 少年Ａ》

3000m

《４部男子 少年Ｂ》

3000m

《４部女子 少年Ｂ》

100mH(0.762m)

《５部男子 少年共通》

110mH(0.991m)

円盤投(1.750Kg)

参加資格
(1) 2019 年度一般財団法人岩手陸上競技協会の登録競技者であること
(2) 「ふるさと選手制度適用」登録競技者
(3) 一般財団法人岩手陸上競技協会強化部の推薦する競技者
(4) １部及び３部、４部、５部については、平成３０年４月１日から２０１９年６月１８日までに、
参加標準記録【別表 1】に達した競技者、但し１部男子 10000m と１部女子 5000m は除く。
２部の全種目には、参加制限記録を設けない。
(5) リレーのチーム編成は、同じ登録先に属する選手で編成されたものに限定する。
(6) ３部少年種別Ａ種目に参加する競技者は、平成 13 年 4 月 2 日以降平成 15 年 4 月 1 日までに生ま
れた者

(7) ４部少年種別Ｂ種目に参加する競技者は、平成 15 年 4 月 2 日以降平成 17 年 4 月 1 日までに生ま
れた者
(8) ５部少年種別共通種目に参加する競技者は、(6)または(7) に該当する者
８

参加制限
(1) 個人種目は、1 人 2 種目以内とする。（リレーを除く）
(2) リレー種目は、1 種目につき同一所属で１チームとする。

９

競技規則
(1) 2019 年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項により実施する。
(2）１部は選手権種目を主体とし、国民体育大会の選手選考会と東北陸上競技選手権大会の選手選考
会を兼ねる。
(3) 国民体育大会種目は、選手権種目と兼ねて行うが、以下の種目は単独で行う。
少年Ｂ男女の全種目、少年Ａ男子ハンマー投(6.000Kg)、少年Ｂ男子砲丸投(5.000 ㎏)
少年共通男子 110mH(0.991m)、少年共通男子円盤投(1.750Kg)、少年Ａ女子 3000m
(4) 成年男子 10000mW の選手選考は、5000mW を選考レースとする。
(5) １部トラック競技において、800m までは予選・決勝、1500m 以上は決勝のみ実施する。国体少年
種別Ａ種目、Ｂ種目も同様とする。
(6) １部フィールド競技において、走高跳、棒高跳を除き３回試技のトップ８で決勝を行う。国体少
年種別Ａ種目ハンマー投、少年種別Ｂ種目走幅跳、砲丸投、少年種別共通種目円盤投も同様とする。
(7) ２部は記録会形式とし、トラック競技はタイムレース、フィールド競技の試技は 3 回とする。

10 参加料
(1) 個人種目：1 種目 １,０００円
(2) リレー種目：1 チーム

２,０００円

(3) 参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。
11 申込方法
(1) 申し込みの前に、必ず登録を済ませておくこと。
(2) 岩手陸上競技協会ホームページから申込書(エクセルシート)をダウンロードし、必要事項を入力
して電子メールに添付して下記へ申し込むこと。
(3) １部の資格記録は、公認記録とし正確に入力すること。虚偽申告と判明した場合、来季以降の参
加を認めない場合がある。
(4) 申込データのファイル名と送信時の件名は、
「県選手権○○○（○にはチーム名、学校名を入力）
」
とし、期日厳守で送信すること。
(5) 申込み内容を確認次第、受付受理完了メールにてお知らせします。申込み送信後、３日以内に返
信メールが届かない場合は、早急に、岩手陸上競技協会事務局へ電話にて確認すること。
※受信できない申し込みは無効とするので注意のこと。
(6) 申込内容の不備なもの、参加料がないもの等は受け付けない。
(7) 申込先メールアドレス

irk.ent01@gmail.com

(8) 申込み締切日

２０１９年６月１９日（水）必着

(9) 申

〒020-0822 盛岡市茶畑二丁目８－27

込

先

岩手陸上競技協会事務局 TEL 019-621-8460
≪大会参加料振込先≫
【店名】岩手銀行盛岡駅前支店 【店番】002 【預金種目】普通預金
【口座番号】2029421 【名義】一般財団法人岩手陸上競技協会
※ 中学校・高校等の団体の参加料振込は、必ず学校名等で振込をすること。
※ 払込料金（手数料）は、払込人の負担とします。
※ 振込票兼受領書を領収証に代えさせていただきます。
11 表彰について
(1) 選手権優勝者（1 部）にはメダルと賞状を授与し表彰する。
(2) 選手権（1 部）
、国体少年種別Ａ種目（3000m、ハンマー投）、少年種別共通種目（110mJH、円盤投）
、
国体少年種別全Ｂ種目は第 3 位まで賞状を授与し表彰する。
(3) 希望者には 500 円で記録証を発行する。
12 個人情報の取り扱いについて
(1) 主催者は、個人情報の保護に関する法律、及び関連法令等を遵守し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、公式ホームページ、
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) 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催者が承認した第三者が大会運営等の目
的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・新聞・雑誌・インターネット等媒体に掲
載されることがある。
13 その他
(1) 応急処置、その他健康上の問題が生じた場合は、本部に連絡のこと。但し、競技場での疾病・障
害等の応急処置は主催者が行うが、以後の責任は負わない。
(2) 競技場が全天候舗装により、スパイクの針の長さは 9mm 以下とする。但し、走高跳、やり投につ
いては 12mm 以下とする。
(3) 抗議に対する裁定に不服な場合は、その競技者に代わる責任者（顧問又は監督）が、文書と預託
金 10,000 円を添えて総務へ正式な抗議の手続きをとること。
(4) 競技場に横断幕又はノボリ等を取り付ける場合は、スタンド周囲最前部以外に取り付けること。
(5) ゴミはチーム毎にゴミ袋を用意して、毎日終了時に持ち帰ること。
14 問い合わせ先
〒020-0822
盛岡市茶畑二丁目 8－27
一般財団法人岩手陸上競技協会
TEL 019-621-8460
FAX 019-656-9006
Ｅmail i.r.k@future.ocn.ne.jp

