
和歌山市中学校総合体育大会 

～秋季大会～ 

陸上競技の部 実施要項 

主催 和歌山市中学校体育連盟 

１．日 時   令和４年 ９月 １８日（日）   選手集合 ８：２５  開 始 式  ８：３０ 

競技開始 ９：００  競技終了 １７：００ 

 

２．会 場   紀三井寺運動公園 陸上競技場   〒641－0014 和歌山市毛見２００ 

 

３．役 員    

競技専門部長 
芝  裕二（西 浜） 

清水  歩（東 和） 
同 副 部 長 橋爪 順子（伏虎義務） 

競技委員長 湯川 征悟（明 和） 同副委員長 雑賀 秀和（東 和） 

総務委員長 堀井  昌（西 浜） 同副委員長 森端 哲哉（西 脇） 

審 判 長 古谷 直城（有 功） 副 審 判 長 川島 崇義（西 和） 

審 判 員 

 阪田 勝典（楠 見）   吉田 博美（ 東 ）   玉置 智哉（日 進） 

湯崎 雅人（日 進）   清水  歩（東 和）   阪本  快（貴 志） 

前岡 剛至（城 東）   芝  裕二（西 浜）   川島 崇義（西 和） 

湯川 征悟（明 和）   南方 悠希（河 北）   橋本くるみ（河 北） 

酒井 優斗（河 西）   小川 奈穂（貴 志）   谷山 洋介（紀之川） 

 前田 真志（紀之川）   森端 哲哉（西 脇）   平田 秀一（西 脇） 

 堀井  昌（西 浜）   湯川  諒（ 東 ）   小島 潤一（高 積） 

 辻岡 宥作（ 東 ）   佐々木告晃（ 東 ）   伊丹 大輔（日 進） 

 古谷 直城（有 功）   須田 隆良（城 東）   鳥井  昇（開 智） 

 森  正弘（貴 志）   矢野 充博（和大附）   林   剛（和大附） 

 宮下 友香（桐 蔭）   小山 弥生（向 陽）   南本 一樹（桐 蔭） 

田中  雄（桐 蔭）   北野 耕平（近大附）   氏野 修次（近大附） 

柴田 直樹（智 辯）   井村 剛誌（智 辯）   田广佐央理（和ろう） 

谷口 周平（和大附）   佐野 智哉（紀 伊）   山本 展生（紀 伊）    

大谷 貞雄（陸 協）   篠  育宏（陸 協）   原山 享大（陸 協） 

北野 勝昭（陸 協）   玉井 一人（陸 協）   岡本 智史（陸 協） 

山本  賢（陸 協）   福島 妙子（陸 協）   和中 嘉弘（陸 協） 

尾崎 伸也（陸 協）   酒部 政希（陸 協）   植田 輝夫（陸 協） 

山本 博司（陸 協）   長谷 利明（陸 協）   瀬戸 達生（陸 協） 

廣井佳那子（陸 協）   中山  拓（陸 協）   岩井 美紀（陸 協） 

嶋本  尚（陸 協）   中井 善嗣（陸 協）   佐藤 寛員（陸 協） 

林  宏行（陸 協）   熊野 好高（陸 協）   西村  了（陸 協） 

森下 康士（陸 協）   山本 宜史（陸 協）   森  正宏（陸 協） 

中村 勝久（陸 協）   北川 雅敏（陸 協）    

記 録 員 雑賀 秀和（東 和）   出嶋 祐貴（楠 見）   江川 舞香（東 和） 

救 護 員 石橋 紗枝（河 西）   北田 千晴（明 和）   浜辺  明（陸 協） 

 

 



４．種 目 

  ［男子］１年の部（１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、走幅跳） 

２年の部（１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、３０００ｍ、走幅跳） 

      共通の部（１１０ｍH、走高跳、三段跳、棒高跳、砲丸投、円盤投、４×１００ｍR） 

 

［女子］１年の部（１００ｍ、２００ｍ、８００ｍ、走幅跳） 

２年の部（１００ｍ、２００ｍ、８００ｍ、走幅跳） 

共通の部（１５００ｍ、１００ｍH、走高跳、砲丸投、円盤投、４×１００ｍR） 

 

５．参加制限 

  ① １校１種目につき２名以内、１人２種目以内。（リレーは除く） 

② リレーは各校男女１チームとする。 

  ③ １年生も共通種目に出場できる。 

 

６．競技場の規定及び方法 

ア．競技規則について 

    本大会は、２０２２年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会申し合わせ事項もよって実施する。 

イ．練習について 

練習は、競技の妨げにならない場所で行う。ただし投てきの練習は試合直前に係員の指示により現場 

で行う。 

  ウ．招集について 

    ①招集はすべて競技場所（現地コール）で行う。 

    ②同時刻に２種目出場の選手は、あらかじめ競技者係に届けておく。 

    ③招集時刻  トラック競技 ………１５分前に開始し１０分前に終了する。 

           フィールド競技………４０分前に開始し３０分前に終了する。 

＊招集完了時刻に遅れた選手は、当競技に出場できない。 

    ＊リレーのオーダー用紙は招集開始時刻の１時間前までに競技者係に提出すること。 

  エ．ナンバーカードについて 

    胸と背に２０×２５cm程度の布に字幅２cmのものを確実に安全ピンでとめるか縫いつけておく。 

    但し、跳躍競技については胸・背のいずれかでもよい。 

  オ．競技の抽選ならびに番組編成について 

    ①トラック競技の決勝の走路順は、本部において公平に組み合わせを行う。 

    ②決勝のラウンドに進むプラスアルファの決定は、その最下位で同記録の場合は、抽選する。 

  カ．競技について 

    ①選手はその競技をするもの以外トラック並びにフィールド内に立ち入ることは出来ない。 

    （応援者も同様である） 

    ②短距離走では、競技者の安全のため決勝線通過後も自分の割り当てられた走路(曲走路)を走ること。 

    ③決勝におけるレーンは全レーン使用することを原則とする。但し、欠場者のレーンは空けておく。 

    ④リレーに出場する各走者は、同一色のユニフォームでなければならない。 

    ⑤トラック種目の予選についてはタイムレースとし、上位８名が決勝進出とする。 

    ⑥スタートは１回目の不正出発者が失格となる。 

 

 



キ．フィールド競技について 

    ①バーのあげ方 

種 目 練習 １ ２ ３ ４ ５ 以降 

男子走高跳 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 3cm 

女子走高跳 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 3cm 

男子棒高跳 2m00 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 10cm 

②三段跳の踏切板は、砂場より１０ｍ００と８ｍ００の選択とする。 

   ③円盤投については男子 1.5kg、女子 1.0kgとする。 

  ク．競技場スパイクについて 

    スパイクピンの長さは、走高跳は 12mm以下、それ以外は 9mm以下とする。（投てきは除く） 

  ケ．種目別の表彰について 

    ①各種目の１位にはメダル、１位から３位に賞状を授与。 

コ．表彰式について 

    ①表彰式は競技終了後直ちに行う。 

    ②男子、女子、男女の各総合成績第１位の学校に優勝旗、１位から３位に賞状を授与。 

  サ．その他 

    ①５位入賞者は県大会への出場権を獲得したことになる。 

    ②閉会式終了後、各学校の顧問の先生方は県大会申込みを行ってください。 

 

７．総合成績決定方法 

①男女総合、男子総合、女子総合の各成績は、１位から６位までを決定する。 

   但し、同点の場合は、その順位を共有し、次の順位を欠位とする。 

  ②競技得点 

   各種目とも１位８点、２位７点、３位６点、４位５点、５位４点、６位３点、７位２点、８位１点 

   の競技得点を与える。但し、同順位の場合はその順位を共有し、次の順位を欠位とする。 

なお、得点は次の順位のものを加え、当該校で等分する。 

 

８．参加申込方法（インターネットによる申込） 

  ①学年・男女別等の入力は、間違いのないように、ご確認ください。 

  ②一覧表はインターネット申し込み入力後に、一覧印刷ボタンをクリックしてください。 

   審判名の記入を忘れないようにして下さい。 

             令和４年９月７日（水）１７時まで 期日・時間厳守でお願いします。 

             一覧表は入力後プリントアウトし１４日（水）まで、明和中 湯川に提出ください。 

 

９．新型コロナウイルス感染防止対策に関して 

  ① 事前体調管理チェックシートを提出しない者の参加は認めない。 

  ② 競技日程は、できるだけ蜜を避けるよう余裕を持たせているが、招集場所等で大人数になることがない

よう各自注意すること。 

  ③ 器具等を触った手で口や目を触らず、競技前後の入念な手洗いをすること。 


