
第６６回全日本中学生通信陸上北海道オホーツク大会開催要項 
～ アシックスチャレンジカップ ～ 

 

※新型コロナウイルスの対応策について 日本陸上競技連盟主催大会では、「陸上競技活動再開についてのガイダンス」に準拠し競技会運

営を行います。ガイダンス最新版は、日本陸上競技連盟 HP（URL：https://www.jaaf.or.jp/on-your-marks/）に掲載をしておりますので、大会

参加者及び指導者（顧問・担当者）、保護者の皆様は、必ず事前にお目通しいただき、感染症対策を徹底したうえでのご参加をお願い致し

ます。また、今後ガイダンスの更新に当たり、大会要項を変更する可能性がございます。予めご了承ください。 

 
 １．主  旨  都道府県ごとに陸上競技大会を行い、その成績を集め、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）北海道陸上競技協会  
 
３．後  援  ＮＨＫ 朝日新聞社 
 
４．主  管  オホーツク陸上競技協会 
 
５．協  賛  アシックスジャパン株式会社 

 
 ６．期  日  ２０２０年８月２２日（土）競技開始：１０時００分 

８月２３日（日）競技開始：１０時００分 
 
 ７．会  場  網走市営陸上競技場  〒093-0035 網走市駒場南１丁目８ 電話：0152-43-3647 
 
 ８．競技種目 

男 
子 

区分 種  目 

１年 １年１００ｍ １年１５００ｍ  

２年 ２年１００ｍ  

３年 ３年１００ｍ 

共通 

２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １１０ｍＨ 

４×１００ｍリレー 走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投（5.0㎏） 

四種競技（①１１０ｍＨ ②砲丸投(4.0㎏) ③走高跳 ④４００ｍ） 

地区奨励共通 ジャベリックスロー 円盤投 

女 
子 

１年 １年１００ｍ  

２年 ２年１００ｍ  

３年 ３年１００ｍ 

共通 

２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ ４×１００ｍリレー 

走高跳 走幅跳 砲丸投（2.721kg） 

四種競技（①１００ｍＨ ②走高跳 ③砲丸投（2.721kg）④２００ｍ） 

地区奨励共通 ジャベリックスロー 円盤投 
 
        《備 考》（１）ハードルは次の規格で行う。 
            男 子……１１０ｍＨ    個数１０台  高さ0.914m 
                          インターバル 13.72m－9.14m‥14.02m 
            女 子……１００ｍＨ    個数１０台  高さ0.762m 
                          インターバル 13.00m－8.00m‥15.00m 
      （２）四種競技は、１日間で行う。順番は上記の通り。 
                 （３）砲丸投の砲丸は、男子5.0㎏、女子2.721㎏を使用する。 
 

９．競技方法 （１）トラックレースのうち８００ｍ以上の競技は、予選、決勝を行わなず、タイムレースで上位 

８名の成績とする。 

 （２）フィールド競技については、試技３回の終了時点でトップ８の競技者には更に３回の試技が 

与えられる。 

（３）全国ランキング作成のために指定大会のすべての結果を日本陸上競技連盟競技運営委員会が 

指定する電子申請の形式で報告する。 

 （４）ウイルス性の感染症や悪天候などを含む、競技運営及び安全確保に支障をきたす不可抗力事 

態が発生または発生する恐れがある場合には、主催者は必要に応じて大会を中止、一部中止、 

日程変更、試技回数等を含む種目内容を変更する。 



１０．競技規定  （１）２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則と本大会要項を適用する。 

                 （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。 

      

１１．参加資格  （１）２０２０年度日本連盟登録者かつ２００５年４月２日から２００８年４月１日に生まれたオ 

ホーツク管内の中学生。 

         （２）以下の書類を提出した者。（顧問は、学校ごとにまとめ、朝の受付時に提出すること） 

①【別紙１】大会出場承諾書 

健康診断において異常なしと判断され、日常の活動状況から本大会への出場に差し支えなし 

と判断し、保護者が承諾し大会出場承諾書を提出した者。 

②【別紙２】JAAF新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート 

日本陸上競技連盟及びオホーツク陸上競技協会が指定する、新型コロナウイルス感染予防に 

ついてのガイダンスに沿って、事前健康チェックをし、大会当日持参し、提出した者。 

（３）参加にあたって、大会参加時の新型コロナ感染症の感染予防対策について安全に十分に留意 

することができる者。 

 

１２．参加制限    （１）１人１種目とする。但しリレーは除く。リレーは学校単独チームとする。 

         （２）学年別種目は該当学年の生徒に限る。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。 

         （３）１校からの各種目への出場人数制限はしない。 

 

１３．申込方法  （１）オホーツク陸協ホームページから必要書類をダウンロード、必要事項を入力し、下記アド 

レスに送信する。 

データ送信先：ocrikujyou@gmail.com  申込データ名：通信陸上申込（〇〇中） 

（２）アスリートビブスの番号は、割り当てられている学校番号を使用すること。割り当てのない 

学校は未記入とし、大会総務で番号とアスリートビブスを準備する。 

         （３）申込期間：２０２０年７月１５日（水）～２９日（水）１５：００まで 

 

１４．参加料   （１）１人１種目 １，０００円  リレー１チーム ２，０００円 

※ 申し込み後の取り消しについては、返金しない。また、本大会が中止になった場合も参加 

料の返金はできないので、了承の上申し込むこと。 

（２）参加料は下記に申込期間までに振込むものとする。 

① 振込先  

・ゆうちょ銀行 

          【記号】１９９７０－２【番号】３８８３２３１【名前】小野寺理香（読み オノデラリカ） 

           ・他金融機関からの振込 

          【店名】九九八（読み キュウキュウハチ）【店番】９９８【預金種目】普通預金 

【口座番号】０３８８３２３ 

② 注意事項 

・手数料が発生する場合は、ご負担ください。 

・必ず、学校名または顧問・担当者の氏名で振込をお願いします。 

           ・申込書と送金の２つの確認が取れたら、各校にメールを送ります。 

 

１５．表  彰  （１）各種目の優勝者にバッチを、８位までに賞状を授与する。 

         （２）全国ランキング表彰は１０位までに賞状を授与する。全国１～６位（リレーは３位）までの 

記念品を授与する。 

 

１６．個人情報取り扱いについて  

（１）主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報を取扱 

う。尚、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）競技会にかかわる個人情報（氏名、所属、学年、競技結果等）はホームページに掲載する。 

 

mailto:ocrikujyou@gmail.com


１７．そ の 他   （１）正式な競技日程は申込締切後資格審査を行い、競技日程・競技注意事項等を ８月１０日（月） 

以降に事前にオホーツク陸協ホームページに掲載するので、開始時刻に合わせて来場するこ 

と。各学校・選手個人は三密を避け、ウォーミングアップ、招集、クールダウン等は、安全 

に留意すること。 

（２）結果について、密集を避けるために掲示しない。オホーツク陸協ホームページに速報で掲載 

する。 

（３）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側にて行うが、以後の責任は負わ 

ない。  

         （４）日本陸上競技連盟が公表したガイダンスに沿って、新型コロナウイルス感染予防対策、競技 

運営を実施する。 

（５）保護者及び一般の観戦については、感染症拡大予防対策のために行わず、無観客にて大会を運 

営する。 

（６）ウイルス性の感染症や悪天候などを含む、競技運営及び安全確保に支障をきたす不可抗力事 

態が発生または発生する恐れがある場合には、主催者は必要に応じて大会を中止、一部中止、 

日程変更、試技回数等を含む種目内容を変更する。中止や変更などが生じた場合の詳細はオ 

ホーツク陸協ホームページで発表する。 

（７）大会に関する運営方法や感染拡大防止のための大会ガイドラインの説明・確認等について、以 

下の日程で顧問会議を開催するので、出席のご理解ご協力をお願いします。 

① 遠軽・紋別・興部ブロック校 日時：８月３日（月）１４時３０分～ 場所：湧別中学校 

② 北見・美幌ブロック校 日時：８月４日（火）１４時３０分～ 場所：北見東陵公園本部棟 

③ 網走・斜里ブロック校 日時：８月５日（水）１４時３０分～ 場所：網走第二中学校 

 

１８．競技日程・種目案（１）競技順は、この通りではなく、参加人数によっては変更もありうる。 

           （２）出場人数によっては、決勝タイムレース等にする場合もありうる。 

           （３）密になることを避け、選手が安全に競技ができる環境等を考えた競技日程とする。 

１日目 トラック種目 フィールド種目 

男子 

１年 １００ｍ 

１年 １５００ｍ 

２年 １００ｍ 

共通 ２００ｍ 

共通 四種競技① １１０ｍＨ 

共通 四種競技④ ４００ｍ 

共通 棒高跳 

共通 走幅跳 

共通 四種競技② 砲丸投 

共通 四種競技③ 走高跳 

共通 砲丸投 

 

女子 

１年 １００ｍ 

２年 １００ｍ 

共通 ２００ｍ 

共通 四種競技① １００ｍＨ 

共通 四種競技④ ２００ｍ 

共通 走幅跳 

共通 四種競技② 走高跳 

共通 四種競技③ 砲丸投 

共通 砲丸投 

 

 

２日目 トラック種目 フィールド種目 

男子 

３年 １００ｍ 

共通 ４００ｍ 

共通 ８００ｍ 

共通 １５００ｍ 

共通 ３０００ｍ 

共通 １１０ｍＨ 

共通 ４×１００ｍリレー 

共通 走高跳 

共通 ジャベリックスロー 

共通 円盤投 

女子 

３年 １００ｍ 

共通 ８００ｍ 

共通 １５００ｍ 

共通 １００ｍＨ 

共通 ４×１００ｍリレー 

共通 走高跳 

共通 ジャベリックスロー 

共通 円盤投 

 

【大会に関する問い合わせ先】北見市立常呂中学校教諭 小野寺 理 香（ocrikujyou@gmail.com/0152-54-2752） 


