
平成 30 年度 上越地区陸上競技記録会 要項 

 

１ 目  的  新潟県の陸上競技の普及を図るとともにジュニア層の強化を目的とする。 

 

２ 主  催    上越市陸上競技協会 

 

３ 後  援  新潟県中学校体育連盟陸上競技専門部 

 

４ 主  管    上越地区中学校体育連盟陸上競技専門部  

上越市中学校体育連盟陸上競技専門部 

 

５ 期  日    平成３０年５月２６日（土） 

                (1) 受付      ７：２０～７：５０ 

        (2) 競技役員打合せ ８：００ 

                (3)  競技開始       ９：００～  終了予定 １６：３０ 

 

６ 会  場     高田公園陸上競技場 

 

７ 競技種目 

    〈男子〉100m(1,2,3年)  200m  400m  800m  1500m(1年、2,3年)  3000m  110mH  4×100m 

走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投（５㎏） 四種競技【110mH、砲丸投（４kg）、走高跳、400m】 

    〈女子〉100m(1,2,3年)   200m  800m  1500m  100mH  4×100m、走高跳 棒高跳 走幅跳  

砲丸投(2.721kg) 四種競技【100mH、走高跳、砲丸投(2.721kg)、200m） 

 

８ 出場制限   ・新潟県内の中学校の生徒であること。 

                  ・１人２種目以内（ただし、リレーを除く） 

 

９ 申込方法    アスリートランキング(http://www.athleteranking.com/)から申込みを行うこと。 

           

 

各校に送付済みの「ID」と「パスワード」を利用してエントリーを行ってください。 

エントリーの受付は、５月１１日（金）～５月２１日（月）とします。 

 アスリートランキングへのエントリー締め切り後、抽選作業を行います。締め切り後のエ 
ントリーは受け付けません。 

 

役員のできる先生の名前を１名以上、アスリートランキング上で登録してください。 

役員の登録がない場合は、参加を認めません。 

 

「ID」と「パスワード」が不明な場合には各地区の記録担当者、または下記にお問い合わせ 

ください。 

＜問い合わせ先＞ 

・上越地区陸上専門部記録担当 

妙高中学校 陸川 晋 

           学校個人メールアドレス rikukawa_susumu@ac.city.myoko.niigata.jp 

       個人携帯電話 ０９０－１５４３－９３４９ 

 

 

 

10 参加料 １種目：４００円  四種競技：５００円    リレー：１チーム５００円 

申込と同時に、下記銀行口座に振り込むこと。 

 

ゆうちょ銀行   記号 １１２６０   番号 １６３６４４５１    綱島 浩 

他の金融機関からの振込の場合 

【店名】一二八（読みイチニハチ） 【店番】１２８ 【預金種目】普通預金 【口座番号】１６３６４４５ 

 

※依頼人名義は県統一の学校番号＋学校名でお願いします（例 ３２カシワザキヒガシ）。学校番号は別表で確認し

てください。 

※振込手数料は参加校で負担をお願いします。 

http://www.athleteranking.com/


         

 

11 競技方法    (1)トラック種目は全員計測する。 

                (2)フィールド種目は、下記の計測記録を設ける。また、トップ８を実施する。 

                    ・男子 走幅跳 ３ｍ５０  砲丸投 ６ｍ００ 

                    ・女子 走幅跳 ３ｍ００  砲丸投 ６ｍ００ 

                    ＊なお、状況によって計測ラインは変更することがある。 

                (3)走高跳のバーの上げ方は次の通りとする。 

                    ・男子（練習１ｍ３５） 1m40  1m45  1m50・・・ 

                    ・女子（練習１ｍ１５）  1m20  1m25  1m30・・・ 

(4)棒高跳のバーの上げ方は次の通りとする。 

          （練習2m00）2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70・・・ 

 

12 その他   (1)出場校の顧問の先生は、競技審判をお願いします。競技審判な方の名前を 1 名以上、アスリートラン

キング上で登録してください。 

                (2)傷害等の事故については、各校で責任をもって処置してください。 

                (3)ナンバーカードは県登録ナンバーを使用してください。 

・腰ナンバーカードについては、400m までは各校で用意してください。800m 以上は主催者側で用意

します。 

(4)競技役員の先生方の昼食を用意いたします。 

(5)ご不明な点は、次へ問い合わせください。 

 

  柏崎市立東中学校  綱島 浩 

       メールアドレス tsunashima-h@kenet.ed.jp 

                      学校℡ ０２５７－２４－２２４７ 

           携帯℡ ０９０－３３３６－９１５８ 

 

 

 

 

 

 

   (学校番号一覧) 

学校番号 学校番号 学校番号

上越・ 城北 1 上越・ 頸城 16 柏崎・ 南 31
上越・ 城東 2 上越・ 吉川 17 柏崎・ 東 32
上越・ 城西 3 上越・ 中郷 18 柏崎・ 第五 33
上越・ 雄志 4 上越・ 板倉 19 柏崎・ 北条 34
上越・ 八千浦 5 上越・ 清里 20 柏崎・ 高柳 35
上越・ 直江津 6 上越・ 三和 21 柏崎・ 西山 36
上越・ 直江津東 7 上越・ 名立 22 刈羽・ 刈羽 37
上越・ 春日 8 上越・ 上教大附 23 柏崎・ 柏崎翔洋中等 38
上越・ 潮陵 9 上越・ 直江津中等 24 糸魚川・ 能生 39
上越・ 安塚 10 柏崎・ 第一 25 糸魚川・ 糸魚川東 40
上越・ 浦川原 11 柏崎・ 第二 26 糸魚川・ 糸魚川 41
上越・ 大島 12 柏崎・ 第三 27 糸魚川・ 青海 42
上越・ 牧 13 柏崎・ 鏡が沖 28 妙高・ 新井 43
上越・ 柿崎 14 柏崎・ 瑞穂 29 妙高・ 妙高高原 44
上越・ 大潟町 15 柏崎・ 松浜 30 妙高・ 妙高 45

中学校略名 中学校略名 中学校略名

 


