
（１）陸上競技 国体選手選考会開催要項 

2021 岩手県陸上競技選手権大会要項 
兼 第 76 回国民体育大会陸上競技選手選考会 

  兼 第 48 回東北総合体育大会陸上競技選手選考会 

 兼 第 52 回東北陸上競技選手権大会選手選考会 

 

１ 主  催 一般財団法人岩手陸上競技協会 北上市陸上競技協会 

２ 共  催 公益財団法人岩手県体育協会  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 

３ 日  時 ２０２１年７月２日（金）～４日（日） ９時３０分競技開始(３日間) 

４ 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  TEL 0197-67-6720） 

５ 競技種目  

《選手権男子》  

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 

《選手権女子》  

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》  

100m 200m 400m 800m 1500m 走幅跳 三段跳 高校砲丸投（6.000kg）  

高校円盤投（1.750kg） 高校ハンマー投（6.000kg） やり投 

《２部女子》   

100m 200m 400m 800m 1500m 走幅跳   

《国体選考種目》成年男子 300m  

        成年女子 300m 

少年男子Ａ：300m 300mH(0.914m)     少年男子共通：110mH(0.991m) 

少年女子Ａ：300m 3000m  300mH(0.762m)   少年女子共通：3000mW 

※ 少年種目の年齢制限については【別表２】を参照のこと。 

※ 成年男女：300m、少年男女Ａ：300m の出場資格は県選手権 200m または 400m の

参加標準記録達成の競技者とする。 

【１日目に実施する種目】 

※  参加状況により変更する場合がありますので、大会前に岩手陸上競技協会ホームページを確認す

ること。 

     ※  ２部が設定されている場合は、選手権種目と同じ日に実施します。 

《男子》 400m  1500m  10000m 110mH 4×100mR  棒高跳 走幅跳 円盤投        

《女子》 400m  1500m  100mH  4×100mR  棒高跳 円盤投   

《国体選考種目》少年女子Ａ：3000m   少年女子共通：3000mW 

岩手陸上競技協会では、日本陸上競技連盟の「陸上競技活動再開についてのガイダンス」（日本陸上競技

連盟ホームページに掲載）に準拠して競技会運営を行います。当協会の感染防止対策と併せて、必ず事前

に目を通していただき、感染症対策を徹底した上でのご参加をお願いします。 

大会当日は、受付に「体調チェック記録票」の提出を必須といたします。「体調チェック記録票」各種様

式は岩手陸上競技協会ホームページからダウンロード可能です。感染状況によっては大会の中止、規模の

縮小、参加の制限等をすることもありますので、随時ホームページ等をご確認下さい。 



【２日目に実施する種目】 

《男子》 100m 800m 400mH  3000mSC 走高跳 三段跳 砲丸投 ハンマー投 

 《女子》 100m 800m 400mH 3000mSC 三段跳 砲丸投 ハンマー投 

《国体選考種目》 成年男子 300m 少年男子Ａ：300m  少年男子共通：110mH(0.991m) 

               成年女子 300m  少年女子Ａ：300m  

  【３日目に実施する種目】 

   《男子》 200m 5000m 5000mW 4×400mR  やり投 

《女子》 200m 5000m 5000mW 4×400mR 走高跳 走幅跳 やり投 

《国体選考種目》少年男子Ａ：300mH       少年女子Ａ：300mH 

６ 参加資格 

(1) 2021 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」登録競技者であること。 

(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であること。 

(4) ２部の設定されている種目は、2020 年 4 月 1日から 2021 年 6 月 16 日までに、【別表１】参加標

準記録に達しなかった競技者が出場するものとする。 

(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。 

７ 参加制限 

(1) 個人種目  １人２種目以内とする。（リレーを除く） 

(2) リレー種目 １種目につき同一所属で１チームとする 

８ 競技規則 

(1) 2021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) シューズについては、ＷＡ規則第143条(TR5:シューズ)適用により、規定外のシューズでの出場は

認めない。詳細は岩手陸上競技協会ホームページで確認のこと。 

(3) 選手権及び国体選考少年男女トラック競技において、800m までは（ハードル種目を含む）、予選・

決勝、リレー種目、1500m 以上は決勝タイムレースとする。 

(4) 選手権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。 

 (5) ２部種目は記録会形式とし、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。 

   但し、国体選考種目となる２部男子高校円盤投、男子高校ハンマー投はトップ８を行う。 

９ 参加料 

(1) １種目 １，０００円          リレー１チーム ２，０００円 

(2) 参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

10 申込方法 

(1) 申込みの前に必ず登録を済ませておくと共にそれぞれの申込みと同日中に登録料や参加料を納

入すること。 

(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) 選手権の資格記録は、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、学校名を記入）」

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、返信メールが

届かない場合は、翌日正午までに岩手陸上競技協会事務局へ電話にて確認すること。（土日を除く。） 

     ※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  ２０２１年６月１４日（月）午後２時必着 



  (9) 振込先   

       ≪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) 選手権各種目優勝者にはメダルと賞状、第 3位まで賞状を授与し表彰する。 

(2) 選手権種目以外の第 3 位までの入賞者には記録証を授与する。 

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

載することがある。 

13 上位大会（国民体育大会・東北陸上競技選手権大会）の選手選考について 

(1）本競技会の選手権種目は、国民体育大会及び東北陸上競技選手権大会の選手選考会を兼ねる。 

(2) 第 76 回国民体育大会（2021 三重）種別（種目）については、【別表２】を参照のこと。 

(3) 国民体育大会の選手選考は、成年・少年種目とも《選手権種目》を兼ねて選考する。（２部：高

校男子円盤投・高校男子ハンマー投含む）また、「大会要項 ５ 競技種目」に記載の《国体選考

種目》についても行う。但し、少年男女Ｂ：全種目については岩手県民体育大会で選考を行う。                                                 

 (4) 成年男子 10000mW の選手選考は、5000mW を選考対象レースとする。 

(5) 国民体育大会及び東北陸上競技選手権大会選手選考基準については、岩手陸上競技協会ホームペ

ージを参照のこと。 

14 その他 

(1) ふるさと登録競技者、学生等、岩手県外に居住して参加される場合は、大会前２週間・体調チェ

ック記録票の提出を必須とする。 

(2) 大会前２週間以内に濃厚接触者になった場合は、申し込み後においても出場はできない。 

(3) 参加者は事前に健康診断を受けるなどし、自己の健康管理には十分留意して参加すること。競技

中に発生した傷害、疾病についての応急処置は主催者において行うが、以後の責任は負わない。 

(4) 抗議に対する裁定に不服の場合は、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。 

(5) 記録証明書の発行を希望する場合は、500円を添えて庶務係に申し出ること。 

(6) 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。 

(7) 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。 

(8) 大会に参加される皆様に[お願い]として岩手陸上競技協会ホームページに掲載する「感染症防

止対策について」や「競技場の使用上の留意事項」等の各種情報を確認すること。 

(9) 問合せは、岩手陸上競技協会まで 

 

                           

 
 
 
 

〒020-0822  岩手県盛岡市茶畑二丁目 8-27   

一般財団法人岩手陸上競技協会 
              TEL  019-621-8460  FAX  019-656-9006 

E-mail  i.r.k@future.ocn.ne.jp 



 
 

2021 岩手県陸上競技選手権大会【参加標準記録】 
 

 
 

種目 

 
記 録 

 

 

【男子】 

 

【女子】 

 
100m 

 

 

11.30 
 

13.30 

 

200m 
 

 

23.30 

 

27.40 

 

400m 
 

 

52.50 

 

1.02.80 

 

800m 

 

 

2.04.00 

 

2.29.40 

 

1500m 

 

4.09.20 5.02.30 

 

走幅跳 

 

 
6.50 

 
4.70 

三段跳 13.00 
 

やり投 42.00 

 

【別表１】 



【別表２】 

第 76 回国民体育大会（2021 三重） 
種別（種目） 

種別 種目 共通種目 

成年男子 

100m  300m  800m  5000m  110mH 

10000mW 

走高跳 走幅跳 

砲丸投 ハンマー投 やり投 

少年男子 

Ａ 

100m 300m  800m  5000m 

300mH 

棒高跳 ハンマー投 

110mH 

5000mW 

走高跳 三段跳 

円盤投 Ｂ 
100m  3000m 

走幅跳 砲丸投 

成年女子 

100m  300m  800m  5000m  100mH   

3000mSC  5000mW 

走高跳 棒高跳 走幅跳 

ハンマー投 やり投 

少年女子 

Ａ 

100m 300m  3000m 

300mH 

走幅跳 ハンマー投 
3000mW 

円盤投 

やり投 
Ｂ 

100m  800m 

100mH 

走幅跳 砲丸投 

【競技者の年齢制限】 

成年の部に参加する競技者は、2003 年４月１日以前に生まれた者とする。 

少年共通の部に参加する競技者は、2003年４月２日以降2006年４月１日までに生まれた者とする。 

少年Ａの部に参加する競技者は、2003 年４月２日以降 2005 年４月１日までに生まれた者とする。 

少年Ｂの部に参加する競技者は、2005 年４月２日以降に生まれた者とする。 

                   （但し、中学生は、３年生のみ参加できる。） 

【国体最終選考競技会】 

少年男子Ｂ､少年女子Ｂの全種目は、岩手県民体育大会で選考し、その他の種目については岩手県

陸上競技選手権大会を最終選考大会とする。 

 


