
第26回三田市中学校新人体育大会 陸上競技大会要項 

１．主  催  三田市中学校体育連盟   三田市教育委員会 

２．主 管  三田市中学校体育連盟陸上競技部 

３．日  時  令和２年１０月３日（土） （予備日）４日（日）  

         競技開始   ９：３０～       

 
４．場  所   三木総合防災公園陸上競技場（メイン） 
                      〒673-0515 三木市志染町三津田 1708 TEL 0794-85-8408 

          

５．競技種目 （男子）１年生  １００ｍ １５００ｍ  

                       ２年生  １００ｍ １５００ｍ  ３０００ｍ 

                      共通   ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １１０ｍＨ 

                ４×１００ｍＲ 

走高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投 三段跳 

                （女子）１年生  １００ｍ  ８００ｍ 

２年生  １００ｍ  ８００ｍ 

共通    ２００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ 

４×１００ｍＲ 

走高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投 

 

６，出場資格 
 (1)（財）日本中学校体育連盟に加盟する中学校に在学している中学生であること。 

 (2)日本陸上競技連盟に登記登録している中学校に在学している中学生であること。 

 (3)三田市中学校体育連盟に加盟する学校に在籍する生徒で学校長が出場を認めた者。 

  (4)「三田市中学校新人大会参加同意書」を提出した者。選手として登録されていない部員の入場について

は、利用する会場や施設の状況、各競技部の加盟参加生徒数を考慮し、判断する。 

  (5)１名以上の競技役員を終日出せること。 

 (6)日常の活動状況から本大会の出場状況に差し支えなしと判断し、保護者の承諾を得て学校長が認めた者。 

(7)日本陸上競技連盟及び兵庫陸上競技協会が指定する、新型コロナウィルスについてのガイダンスに沿っ

た体調管理チェックシートと、大会参加承諾書を大会当日受付に提出すること。 

 

７．出場制限 

          （１）１人１種目（ただしリレーは除く）、１校１種目あたりの制限は設けない 

    （２）リレーは学校単位とし、１チームとする。 

 

８．競技規定 

          （１）令和２年度日本陸上競技規則、ならびに本大会規定による。 

          （２）トラック競技はすべてタイムレース決勝とする。 

       フィールド競技は、全員３回の記録を測定し、順位を決定する。 

          （３）走高跳は、男子：１ｍ３０、女子：１ｍ２０、男子混成：１ｍ２５、 

                女子混成：１ｍ１５より競技を開始する。 

           

９．表   彰      個人･･･各種目３位まで賞状（各校に配布） 

 

１０．申込方法 
            「アスリートランキング ホームページを利用」 
※ 申し込み入力完了後、「申込印刷」で一覧表をプリントアウトする。 
※ 代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。 

必ず申込み種目にはタイムを入力してください。持ちタイムがない場合は予想タ
イムを必ず入力してください。  
入力期限：令和２年  ８月３１日（月）～９月１４日（月）  
期限を過ぎると入力できなくなります  
 

申込締切り  令和２年 ９月１８日（金）必着厳守 
申込先 



                  〒669-3301 丹波市柏原町南多田 1226 番地 柏原中学校内 
                              菊 地 和 宏 
                              TEL 0795-72-0077   FAX 0795-72-1015 
                  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kikuchi.kazuhiro@tamba.ed.jp 
 
１１．その他 

 (1)大会のプログラム編成会議を９月２３日（水）に柏原中学校でおこなう。 
    (2)出場選手はナンバーカード（20cmX24cm白布字の太さ 1.5cm）を胸と背中に付けること。 
    (3)プログラムは作成せず、プロ編以後に競技日程・競技注意事項・スタートリストをアスリートランキ

ングに掲載する。参加校、参加選手にて印刷、持参する。審判編成についてもアスリートランキング
に掲載する。 
※パスワードは県のものと同じ。 

  (4)競技中に発生した損害疾病について、応急処置のみ主催者側で行う。なお補償については、日本スポ
ーツ振興センターの定めを適用するが、主催者はその責任を負わない。 
参加者は、保険証または、その写しを持参すること。 

    (5)スタートリスト等不備のある場合はホームページを確認し連絡する。 
  (6)当日、天候等による競技の開催もしくは中止等については下記まで連絡すること。 
       ※ ０８０－１４３１－４８４４ 菊地和宏（柏原中学校） 

 

(8) 個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針に基づき、個人情報保護  

に関する法令を遵守し、取得する個人情報については適正に取り扱う。取  

得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラ  

ム編成及び作成、大会結果掲載（ホームページ・大会記録集・報道機関へ  

の提供等 )その他競技運営上及び競技に必要な連絡等に利用する。撮影は、  

保護者・親族、学校関係者及び主催者が認めた報道関係者に限る。なお、  

主催者が撮影者に対し身分証明書の提示や撮影したすべての写真や動画の  

確認を求めることがある。また前述の観点を鑑み、撮影した写真や動画を  

SNS等に不当にアップすることは禁止する。  

 

(9) 参加生徒の引率・監督は出場校の校長・職員・部活動指導員とする。なお、部活 

動指導員は他校の引率者及び依頼監督にはなれない。引率者を兼ねる外部コーチ 

及び外部指導者の引率については「兵庫県中学校総合体育大会並びに兵庫県中学 

校新人種目別大会における『引率者を兼ねる外部コーチ』及び『外部引率者』に 

関わる細則」に準じたものとする。 

丹有地区中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチームの監督、部活動指  

導員、外部指導者(コーチ)、トレーナー等は「運動部活動顧問等の部活動指導 

中における暴力・体罰・セクハラ等に対する日本中学校体育連盟の対応(平成30 

年3月29日付平29中体第465号)」に準じ、部活動の指導中における暴力・体罰・ 

セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分をうけていない者で 

あること。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお外部の指導  

者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこととする。 

 

 (10) コーチについては学校長の認めたものとする。コーチが校長・教員・部活動指導 

員以外の指導者の場合は「コーチ確認書」を丹有地区中学校体育連盟会長に提出 

し、承認を得ることとする。当該コーチは大会中、丹有地区中学校体育連盟会長 

の発行するIDカードを携行することとする。ただし、当該校以外の中学校教職員 

は外部コーチにはなれない。 

 

(11)大会開催にあたっての新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項等については、別記 の「三

田市中学校新人大会陸上競技の開催について」を必ず確認すること。 
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第40回丹波市中学校新人大会 陸上競技要項 

１．主  催  丹波市中学校体育連盟   丹波市教育委員会 

２．主 管  丹波市中学校体育連盟陸上競技部 

３．日  時  令和２年１０月３日（土） （予備日）４日（日）  

         競技開始   ９：３０～       

 
４．場  所   三木総合防災公園陸上競技場（メイン） 
                      〒673-0515 三木市志染町三津田 1708 TEL 0794-85-8408 

          

５．競技種目 （男子）１年生  １００ｍ １５００ｍ  

                       ２年生  １００ｍ １５００ｍ  ３０００ｍ 

                      共通   ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １１０ｍＨ 

                ４×１００ｍＲ 

                走高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投 三段跳  

                 

                         

                （女子）１年生  １００ｍ  ８００ｍ 

                        ２年生  １００ｍ  ８００ｍ 

                     共通    ２００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ 

                             ４×１００ｍＲ 

走高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投 

                 

                         

 

６，出場資格 
 (1)（財）日本中学校体育連盟に加盟する中学校に在学している中学生であること。 

 (2)日本陸上競技連盟に登記登録している中学校に在学している中学生であること。 

  (3)１名以上の競技役員を終日出せること。 

 (4)日常の活動状況から本大会の出場状況に差し支えなしと判断し、保護者の承諾を得て学校長が認めた者。 

(5)日本陸上競技連盟及び兵庫陸上競技協会が指定する、新型コロナウィルスについてのガイダンスに沿っ

た体調管理チェックシートと、大会参加承諾書を大会当日受付に提出すること。 

 

 

７．出場制限 

          （１）１人１種目（ただしリレーは除く）、１校１種目あたりの制限は設けない 

    （２）リレーは学校単位とし、１チームとする。 

     

              

８．競技規定 

          （１）令和２年度日本陸上競技規則、ならびに本大会規定による。 

          （２）トラック競技はすべてタイムレース決勝とし、上位６名に得点を与える。 

       フィールド競技は、全員３回の記録を測定し、上位６名に得点を与える。 

          （３）走高跳は、男子：１ｍ３０、女子：１ｍ２０、男子混成：１ｍ２５、 

                女子混成：１ｍ１５より競技を開始する。 

           

９．表   彰      個人･･･各種目３位まで賞状（各校に配布） 

 

 

 

 

 



１０．申込方法 
            「アスリートランキング ホームページを利用」 
※ 申し込み入力完了後、「申込印刷」で一覧表をプリントアウトする。 
※ 代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。 

必ず申込み種目にはタイムを入力してください。持ちタイムがない場合は予想タ
イムを必ず入力してください。  

入力期限：令和２年  ８月３１日（月）～９月１４日（月）  
期限を過ぎると入力できなくなります  
 

申込締切り  令和２年 ９月１８日（金）必着厳守 
申込先 

                  〒669-3301 丹波市柏原町南多田 1226 番地 柏原中学校内 
                              菊 地 和 宏 
                              TEL 0795-72-0077   FAX 0795-72-1015 
                  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kikuchi.kazuhiro@tamba.ed.jp 
 
１１．その他 

 (1)大会のプログラム編成会議を９月２３日（水）に柏原中学校でおこなう。 
    (2)出場選手はナンバーカード（20cmX24cm白布字の太さ 1.5cm）を胸と背中に付けること。 
    (3)プログラムは作成せず、プロ編以後に競技日程・競技注意事項・スタートリストをアスリートランキ

ングに掲載する。参加校、参加選手にて印刷、持参する。審判編成についてもアスリートランキング
に掲載する。 
※パスワードは県のものと同じ。 

  (4)競技中に発生した損害疾病について、応急処置のみ主催者側で行う。なお補償については、日本スポ
ーツ振興センターの定めを適用するが、主催者はその責任を負わない。 
参加者は、保険証または、その写しを持参すること。 

    (5)スタートリスト等不備のある場合はホームページを確認し連絡する。 
  (6)当日、天候等による競技の開催もしくは中止等については下記まで連絡すること。 
       ※ ０８０－１４３１－４８４４ 菊地和宏（柏原中学校） 

 

(8) 個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針に基づき、個人情報保護  

に関する法令を遵守し、取得する個人情報については適正に取り扱う。取  

得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラ  

ム編成及び作成、大会結果掲載（ホームページ・大会記録集・報道機関へ  

の提供等 )その他競技運営上及び競技に必要な連絡等に利用する。撮影は、  

保護者・親族、学校関係者及び主催者が認めた報道関係者に限る。なお、  

主催者が撮影者に対し身分証明書の提示や撮影したすべての写真や動画の  

確認を求めることがある。また前述の観点を鑑み、撮影した写真や動画を  

SNS等に不当にアップすることは禁止する。  

 

(9) 参加生徒の引率・監督は出場校の校長・職員・部活動指導員とする。なお、部活 

動指導員は他校の引率者及び依頼監督にはなれない。引率者を兼ねる外部コーチ 

及び外部指導者の引率については「兵庫県中学校総合体育大会並びに兵庫県中学 

校新人種目別大会における『引率者を兼ねる外部コーチ』及び『外部引率者』に 

関わる細則」に準じたものとする。 

丹有地区中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチームの監督、部活動指 

導員、外部指導者(コーチ)、トレーナー等は「運動部活動顧問等の部活動指導 

中における暴力・体罰・セクハラ等に対する日本中学校体育連盟の対応(平成30 

年3月29日付平29中体第465号)」に準じ、部活動の指導中における暴力・体罰・ 

セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分をうけていない者で 

あること。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお外部の指導 

者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこととする。 
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 (10) コーチについては学校長の認めたものとする。コーチが校長・教員・部活動指導 

員以外の指導者の場合は「コーチ確認書」を丹有地区中学校体育連盟会長に提出 

し、承認を得ることとする。当該コーチは大会中、丹有地区中学校体育連盟会長 

の発行するIDカードを携行することとする。ただし、当該校以外の中学校教職員 

は外部コーチにはなれない。 

 

(11)大会開催にあたっての新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項等については、別記 の「丹

波市中学校新人大会陸上競技について」を必ず確認すること。 

          



第６回丹波篠山市中学校新人大会陸上競技要項 

１．主  催  丹波篠山市中学校体育連盟   丹波篠山市教育委員会 

 

２．日  時  令和２年１０月３日（土） （予備日）４日（日）  

         競技開始   ９：３０～       

 
３．場  所   三木総合防災公園陸上競技場（メイン） 
                      〒673-0515 三木市志染町三津田 1708 TEL 0794-85-8408 

          

４．競技種目 （男子）１年生  １００ｍ １５００ｍ  

                       ２年生  １００ｍ １５００ｍ  ３０００ｍ 

                      共通   ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １１０ｍＨ 

                ４×１００ｍＲ 

                走高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投 三段跳  

                 

                         

                （女子）１年生  １００ｍ  ８００ｍ 

                        ２年生  １００ｍ  ８００ｍ 

                     共通    ２００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ 

                             ４×１００ｍＲ 

走高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投 

                 

                         

 

５．出場資格 
 (1)（財）日本中学校体育連盟に加盟する中学校に在学している中学生であること。 

 (2)日本陸上競技連盟に登記登録している中学校に在学している中学生であること。 

  (3)１名以上の競技役員を終日出せること。 

 (4)日常の活動状況から本大会の出場状況に差し支えなしと判断し、保護者の承諾を得て学校長が認めた者。 

(5)日本陸上競技連盟及び兵庫陸上競技協会が指定する、新型コロナウィルスについてのガイダンスに沿っ

た体調管理チェックシートと、大会参加承諾書を大会当日（２日間とも）受付に提出すること。 

 

 

６．出場制限 

          （１）１人１種目（ただしリレーは除く）、１校１種目あたりの制限は設けない 

    （２）リレーは学校単位とし、１チームとする。 

     

              

７．競技規定 

          （１）令和２年度日本陸上競技規則、ならびに本大会規定による。 

          （２）トラック競技はすべてタイムレース決勝とし、上位６名に得点を与える。 

       フィールド競技は、全員３回の記録を測定し、上位６名に得点を与える。 

          （３）走高跳は、男子：１ｍ３０、女子：１ｍ２０、男子混成：１ｍ２５、 

                女子混成：１ｍ１５より競技を開始する。 

           

８．表   彰      個人･･･各種目３位まで賞状（各校に配布） 

 

 

 

 

 



９．申込方法 
            アスリートランキング ホームページを利用 
※ 申し込み入力完了後、「申込印刷」で一覧表をプリントアウトする。 
※ 代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。 

必ず申込み種目にはタイムを入力してください。持ちタイムがない場合は予想タ
イムを必ず入力してください。  
入力期限：令和２年  ８月３１日（月）～９月１４日（月）  
期限を過ぎると入力できなくなります  
 

申込締切り  令和２年 ９月１８日（金）必着厳守 
申込先 

                  〒669-2314 丹波篠山市東沢田 224 番地 篠山中学校内 
                              岩瀬 章太 
                              TEL 079-552-1155   FAX 079-552-1156 
                  
 
１０．その他 

 (1)大会のプログラム編成会議を９月２３日（水）に柏原中学校でおこなう。 
    (2)出場選手はナンバーカード（20cmX24cm白布字の太さ 1.5cm）を胸と背中に付けること。 
    (3)プログラムは作成せず、プロ編以後に競技日程・競技注意事項・スタートリストをアスリートランキ

ングに掲載する。参加校、参加選手にて印刷、持参する。審判編成についてもアスリートランキング
に掲載する。 
※パスワードは県のものと同じ。 

  (4)競技中に発生した損害疾病について、応急処置のみ主催者側で行う。なお補償については、日本スポ
ーツ振興センターの定めを適用するが、主催者はその責任を負わない。 
参加者は、保険証または、その写しを持参すること。 

    (5)スタートリスト等不備のある場合はホームページを確認し連絡する。 
(6)当日、競技の開催時間の変更もしくは中止の連絡は大会本部から各学校に行う。（5:30） 

 （7）大会期間中に、使用施設を破損した場合は直ちに申し出ること。ただし、この場合、修理にかかる費
用については個人負担とする。 

（8）丹波篠山市中体連は、個人情報保護の観点から、個人情報保護に関する法令を遵守し、個人情報につ
いて適性に取り扱う。取得した個人情報は競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成
及び作成、大会結果掲載（ホームページ・大会記録集・報道関係への提供等）、その他競技運営及び競技
に必要な連絡等に利用する。 

  撮影は保護者・親族・学校関係者及び主催者が認めた報道関係者に限る。なお、主催者が撮影者に対し
身分証明書の提示や撮影したすべての写真や動画の確認を求めることがある。また、前述の観点を鑑み、
撮影した写真や動画を SNS等に不当にアップすることは禁止する。 

（9）参加生徒の引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。なお、部活動指導員は他校の引
率者及び依頼監督にはなれない。引率者を兼ねる外部コーチ及び外部指導者の引率については、「兵庫県
中学校総合体育大会並びに兵庫県中学校新人種目別大会における『引率者を兼ねる外部コーチ』及び『外
部引率者』に係る細則」に準じたものとする。 
丹波篠山市中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチームの監督、部活動指導員、外部指導者（コ
ーチ）、トレーナー等は「運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体罰・セクハラ等に対する日
本中学校体育連盟の対応（平成３０年３月２９日付平２９中体第４６５号）」に準じ、部活動の指導中に
おける暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者である
こと。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長から暴力等に対す
る指導措置を受けていないこととする。 

(10)コーチについては学校長の認めたものとする。コーチが校長・教頭・部活動指導員以外の指導者の場合
は「コーチ確認書」を丹波篠山市中学校体育連盟会長に提出し、承認を得ることとする。当該コーチは
大会中、丹波篠山市中学校体育連盟会長の発行するＩＤカードを携行することとする。ただし、当該校
以外の中学校教職員は外部コーチになれない。 

(11)大会開催にあたっての新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項等については、別記 を必ず

確認すること。 

          



第５５回 三木市中学校新人体育大会 陸上競技の部  

実施要項 
主催 三木市中学校体育連盟 

三 木 市 教 育 委 員 会 

共催 三田市中学校体育連盟 

丹波篠山市中学校体育連盟 

丹 波 市 中 学 校 体 育 連 盟 

 

 

１．日  時  令和２年１０月３日（土） ※ 雨天決行  予備日４日（日） 

               ９：３０ 競技開始 

 

２．場 所  三木総合防災公園陸上競技場ｐ 

 三木市志染町三津田1050 

               

３．種 目  (1)男子の部（15種目） 

        ・１年生    １００ｍ  １５００ｍ 

        ・２年生    １００ｍ  １５００ｍ 

        ・共 通    ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ ３０００ｍ １１０ｍＨ  

 ４×１００ｍＲ  走高跳  走幅跳  砲丸投 

         

       (2)女子の部（14種目） 

        ・１年生    １００ｍ ８００ｍ 

        ・２年生    １００ｍ ８００ｍ 

        ・共 通    ２００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １００ｍＨ  

４×１００ｍＲ  走高跳  走幅跳  砲丸投 

         

４．競技規定  令和２年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会規則に基づき実施する。 

 

５．出場規定 (1) １校あたりの出場制限は設けない。 

         １人１種目とする。 （但し、リレーを除く） 

       (2) リレーは学校単位とし、１校１チームとする。 

       

６．表彰規定 (1) 団体・・・出場規定が変更になったため、表彰は行わない。 

       (2) 個人・・・リレーを含め１位のみ表彰する。 

 

７．申込方法 (1) アスリートランキングで申し込んでください。 

※ ID、パスワードは、meネットでお知らせします。 

       (2) 審判員（部署）の名前は必ず記入するようにしてください。 

       (3) 申し込み一覧表は、meネットで緑が丘中学校の今西まで送付してください。 

 

 



 

８．申込締切    meネット：９月１４日（月）  申込一覧表：９月１６日（水） 

          ※ プログラム編成会議はありません。連絡はmeネットで行います。 

 

９．競技注意事項 

(1) 参加選手は必ず胸と背に学校番号のナンバーカードをつけること。（跳躍競技を除く） 

(2) 競争競技は全てタイムレース決勝とする。 

(3) 選手変更は競技開始前に、監督を通じて行うこと。 

(4) ハードルの高さは男子は91.4㎝、女子は76.2㎝とする。 

   ・ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは、男子(13.72m-9.14m-14.02m) 、女子(13m-8m-15m)とする。 

(5) 走高跳のバーの上げ方は次の通りとする。 

・男子 (練習120)   130   135   140   145  150   155 160 ･･ 以後 

・女子 (練習115)   120   125   130   135   140   145 ････････３ ㌢ずつ 

(6) 各校において生徒のマナー指導を徹底すること。（スタンドの使用、ゴミの持ち帰りなど） 

(7) 学校の規則を守ることのできないものは競技に参加させない。 

 

10．その他  

(1) 競技役員は、各校２名以上とし、補助員については後日連絡する。 

(2) 警報発令時の対応については午前６時の時点で４地区の代表が話し合い決定する。 

(5)日本陸上競技連盟及び兵庫陸上競技協会が指定する、新型コロナウィルスについてのガイダンスに 

沿った体調管理チェックシートと、大会参加承諾書を大会当日に受付に提出すること。 

（meネットで後日送付） 

(3) 三木市中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチームの監督、部活動指導員、外部指導者 

（コーチ）、トレーナー等は、「運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体罰・セクハ 

ラ等に対する日本中学校体育連盟の対応（平成31年3月29日付平29中体第465号）」に準じ、部活 

動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者懲戒処分を受けて 

いない者であること。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は 

校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこととする。 

(5) その他の注意事項は、「三田・丹波篠山・丹波・三木市中学校新人大会陸上競技の開催につい 

て」に準ずる。 

 

11．競技日程（昨年度分） ※プログラム編成会議後（9/23）に正式決定します。 



大会規定及び選手注意事項 

 

１，本大会は２０２０年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会規定に基づいて行なう。 

 

２，スタートにおける不適切行為は、競技規則第１６２条５を適用せず注意にとどめる。 

 

３，ナンバーカードは縦 20cm×横 24cm、文字の太さは 1.7cm の黒文字で鮮明であること。また、跳躍競技者は背

または胸につけるだけでもよい。  

 

４，腰ナンバーカードについては各校各自で準備すること。ただし、長距離種目は主催者で準備する。 

 

５，選手の招集は全て現地コールとし、トラック種目は競技開始１５分前から開始し、１０分前に完了する。同様

にフィールド種目は２５分前開始２０分前完了とする。 

 

６．トラック競技は、すべてタイムレース決勝とする。 

  

７．フィールド競技は、３回の試技で順位を決定する。 

 

８．走高跳のバーの上げ方 

       男子(練習 1M25)  1M30～1M60 まで 5 ㎝。あと 3 ㎝。   

        女子(練習 1M15)  1M20～1M45 まで 5 ㎝。あと 3 ㎝。   

 

９，２種目を同じ時間帯で兼ねて出場している者はトラック種目を優先し、代理を立てる。 

 

10，リレーのオーダー用紙は招集開始の１時間前までに本部記録係に提出すること。 

 

11，選手の参加については、学校長の責任において充分な健康管理のもとお願いする。 

 

12，競技中の疾病・事故については、応急処置の他は主催者はその責任を負わない。 

 

13，競技開始後は、競技役員・選手以外は許可なく競技場内に入ることを禁止する。 

 

14，競技場使用に関して、次の注意事項を厳守すること。 

  ①応援は応援席ですること。（競技場内での応援は禁止とする。） 

    ②ウォーミングアップは、サブグラウンドがないので場所を考えて事故けがのないよう行う。 

    ③ゴミは各学校で責任を持って持ち帰ること。（競技場内のゴミ箱は使用しない！） 

また自分達の使用した場所やその周辺の清掃も必ず責任をもって行うこと。 

    ④トイレはみんなが気持ちよく使えるように、汚した時には自分がその場できれいにする。 

  



２０２０年１０月３日 

三田・丹波篠山・丹波・三木市中体連陸上競技部 

 

三田・丹波篠山・丹波・三木市中学校新人大会陸上競技の開催について  

  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本陸上競技連盟の競技会再開におけるガイダンスおよび三木総

合防災公園陸上競技場施設利用にあたっての留意事項に沿って、安全・安心に配慮し開催します。  

概要については下記の通りです。  

  

【基本注意事項】  

１ 無観客開催  

   ・競技者、競技役員、チーム関係者（監督・顧問）のみ入場可能。  

２ 「３密」の回避  

   ・密閉（換気が悪い）・密集（多くの人が密集）・密接（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声） 

３ 感染症対策  

   ・手洗い（石けん）、手指消毒（アルコール消毒液）の徹底。  

   ・マスクの着用、咳エチケットの徹底。  

４ 参加者（競技者・審判員・チーム関係者）へのお願い  

   ・「３密」を避けた行動。  

   ・日頃からの検温、体調管理。  

   ・競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場合の報告。（最寄りの保健所、主催者へ）  

  

【大会参加について】  

 １ 競技者、チーム関係者には、所定の「体調管理チェックシート」の提出、検温を義務付ける。  

     また、保護者の参加承諾があること。  

２ 下記に該当する場合は大会に参加できない。  

   ①「体調管理チェックシート」の提出がない。  

   ②大会当日の朝の検温で３７．５℃を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。  

   ③発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。  

   ④過去２週間以内に、風邪・感冒症状（発熱・せき・鼻水など）で受診や服薬をした者。  

   ⑤同居家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる場合。  

  

【競技場への入場について】  

 １ 競技者、チーム関係者の入場ゲートは競技場１階正面入り口に限定する。受付は入口付近に設置する。  

    

【スタンドでの注意事項】  

 １ 待機場所は、各校指定された場所を利用すること。また、他の競技者との距離を十分確保すること。  

 ２ 声を出しての応援、集団での応援は禁止する。  

 

 【その他の注意事項】  

 １ リザルト、番組編成はＷebに掲載する。（掲示板への貼り出しはしない）  

 ２ 更衣室の利用については人数制限を行い短時間とする。また、シャワーの利用は禁止する。 

（係員の指示に従うこと）  

 ３ 競技場内全てのゴミ箱は撤収する。ゴミは各自で持ち帰ること。  


