
令和２年度 第60回茨城県中学校新人体育大会陸上競技の部要項 
 
 
  １．主  催  茨城県中学校体育連盟，茨城県教育委員会 
  ２．主  管  茨城県中学校体育連盟陸上競技専門部，（一財）茨城陸上競技協会 
  ３．後  援  （公財）茨城県体育協会，市町村教育委員会 
  ４．期  日  令和２年１０月１日（木）・２日（金）     午前８時集合  ９時４５分 競技開始 
  ５．場  所  笠松運動公園陸上競技場                   那珂市向山1282-１ 

              ℡029-202-0808 
  ６．参加資格  （１）県内の中学校在学の１・２年の生徒とする。 

（２）参加資格の特例 
・学校教育法134条項(１条項以外)の各種学校に在籍し，茨城県中学校体育連盟主催・主管大
会参加資格を得た者。 

  ７．種  目  ◎男 子 （15種目） 
           １年 100ｍ，100ｍＨ    ２年 100ｍ，110ｍＨ 
           共通 200ｍ，400ｍ，800ｍ，1500ｍ，3000ｍ，4×100ｍＲ， 

走高跳，棒高跳，走幅跳，砲丸投，四種競技 
          ◎女 子 （12種目） 
           １年 100ｍ      ２年 100ｍ 
           共通 200ｍ，800ｍ，1500ｍ，100ｍＨ，4×100ｍＲ， 

走高跳，走幅跳，砲丸投，四種競技，棒高跳（ｵー ﾌ゚ ﾝ） 
           ※リレ－は１校１チ－ム以内とする。 

８．参加制限  令和２年度茨城県中学校陸上競技標準記録に到達した者。１人１種目(リレ－を除く) 
※追い風参考記録も可とする。 

９．引率者  （１）本大会に出場するチーム・選手の引率者及び監督は，校長，教員，部活動指導員とする。 
及び監督 （２）茨城県中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者，監督，部活

動指導員，外部指導者（コーチ），トレーナー等は，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
こととしている。校長はこの点を確認して，大会申請書を作成する。なお，外部指導者
は校長から暴力等に関する指導処置を受けていないこととする。 

10．ﾅﾝバ-ｶ-ド   県中学校陸上の指定ナンバ－とする。 
11．競技規則  （１）令和２年度日本陸上競技連盟競技規則により実施する。 

（２）年別種目は該当学年の生徒に限る。 
          （３）ナンバ－カ－ドは縦20cm，横24cmとし，文字の太さは1.5cmとする。 
             男子は黒書，女子は朱書とする。 
          （４）ナンバ－カ－ドは出場者が用意し，胸背部につける。 
             但し，跳躍競技の競技者は背部または胸部につけるだけでもよい。 
          （５）スパイクは９mm以内を使用すること。（走高跳は12mm） 
          （６）ハ－ドルは次の規格で行う。 
             ◎１年男子 100mH  高さ 83.8cm   個数10台 
              インタ－バル  13.00m→8.5m→………8.5m→10.5m 
             ◎２年男子 110mH  高さ 91.4cm   個数10台 
             インターバル  13.72m→9.14m→………9.14m→14.02m 
             ◎共通女子 100mH  高さ 76.2cm   個数10台 
              インタ－バル  13.00m→8.0m→………8.0m→15.0ｍ 
  12．競技方法  学校対抗形式とする。（オープン種目は対象外とする。） 
          １位（８点），２位（７点），…………８位（１点） 
          合計得点により学校男女別に順位をつける。同点の場合は上位入賞者の多い学校を上位とする。 
  13．申込方法  （１）申込期日   令和元２年９月２３日（水）必着 
          （２）申込場所    
            ①申込データ送信先アドレス 『 ibaraki.tandf.chu@gmail.com 』 
            ②一覧表，個票  ※各地区委員長宛に郵送する。 

・中央地区 埜口  篤 （ひたちなか市立那珂湊中学校） 
             ・県東地区 佐藤  理（鉾田市立鉾田南中学校） 
             ・県西地区 沼田 裕和（八千代町立八千代第一中学校） 
              ・県南地区 小林  慎 （土浦市立土浦第三中学校） 

・県北地区 海老沢雅人（北茨城市立中郷中学校） 

 

一般女子100ｍＨ 
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          （３）申込書類 
            ①申込データ ※上記メールアドレスに送信する。 

・一般財団法人茨城陸上競技協会ＨＰまたは，県中体連陸上競技専門部ＨＰ
『https://ibarakitandfchu.wixsite.com/ibarakitandfchu』から，指定のファイル
をダウンロードし，ファイルにある記入例を参考に必要事項を入力すること。 

             ・ファイル名を『 〇〇地区〇〇中 （第６０回県新人）』とすること。 
            ②一覧表（中体連用），個票（陸協用） ※各地区委員長に郵送する。 
             ・上記申込データファイルに入力し，プリントアウトしたものを使用すること。 
             ・男子は黒書，女子は朱書のものを郵送すること。 
             ・個票については，１人１種目１枚。リレ－個票は６人連記のものチ－ム１枚とする。 

申し込み期日に遅れたもの，書類不備，電話申込は一切受付ない。 
③参加各学校で１名以上の審判員を申込一覧表での報告をお願いいたします。 

（４）その他 
             各校引率代表者は，中体連様式の別紙２「新人体育大会 健康チェック表（学校用）」に必 

要事項を記入し，大会当日学校受付へ提出すること。 
※提出のないチームは競技会へ参加させることができない。 

  14．競技日程  第１日【１０月１日（木）】  ９：４５～競技開始 
           ◎男 子 ○共通 200ｍ 予・決 ，800ｍ 予・決 ，1500ｍ 決 ，４×100ｍＲ 予 
                    走高跳 決 ，棒高跳 決 ，四種競技（ ①110ｍＨ ②砲丸投 ） 
           ◎女 子 〇共通 200ｍ 予・決 ，800ｍ 予・決 ，1500ｍ 決 ，４×100ｍＲ予 
                    走幅跳 決 ，砲丸投 決 ，四種競技（ ①100ｍＨ ②走高跳 ） 

棒高跳（オープン） 
第２日【１０月２日（金）】  ９：３０～競技開始 

           ◎男 子 〇１年 100ｍ 予・決 ，100ｍＨ 予・決  〇２年 100ｍ 予・決 ，110ｍＨ 予・決 
共通 400ｍ 予・決 ，3000ｍ 決 ，４×100ｍＲ 決 

                    走幅跳 決 ，砲丸投 決 ，四種競技（ ③走高跳 ④400ｍ ） 
          ◎女 子 〇１年 100ｍ 予・決  〇２年100ｍ 予・決 

共通 100ｍＨ 予・決 ，４×100ｍＲ 決 ，走高跳 決 
四種競技（ ③砲丸投 ④200ｍ ） 

  15．表  彰  個 人 ３位までの入賞者には賞状を授与する。（リレ－を含む。オープン種目は対象外とする。） 
          団 体 ３位までの入賞校にはカップを，８位までの入賞校には賞状を授与する。 

16．参加に   〇今年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，必ず次の注意点を守って 
あたっての  競技に参加すること。（更に詳しい内容については，運営方針を参考とする。） 
注意事項 （１）来場にあたっては，３つの密（密閉，密集，密接）を極力避けられる方法で来場すること。 

         （２）日々 の体調管理を怠らず，検温を行い，万一体調不良，平素より高い体温が認められる場合は 
参加を自粛すること。 

         （３）各自所定の用紙に検温の記録を行い，主催者に報告・提出すること。 
         （４）参加にあたり県中体連様式の別紙１「新人体育大会 健康チェック表及び参加同意書（個人用）」 

を作成し各校において保管すること。 
         （５）会場ではマスク着用のうえ，手洗い，洗顔，手指のアルコール消毒を励行すること。（運動中 

は除く） 
         （６）ウォーミングアップ，招集，各校のテント設置については，会場の係員の指示に従い，ソーシ 

ャルディスタンスを確保すること。 
         （７）その他詳細については，「事務連絡（参加者ガイドライン）」及び「競技注意事項」を確認す 

ること。 
  17．そ の 他 （１）本大会に参加できる生徒は，大会にエントリーした選手及び大会運営に係る補助員のみとする。 
         （２）参加各校は，自校のチ－ムの座っていたベンチの周りのゴミはきれいに処理し，持ち帰らせて 

ください。 
         （３）競技時間表（タイムテーブル）及び競技注意事項については，茨城陸上競技協会ＨＰ及び， 

県中体連陸上競技専門部ＨＰに掲載する。 
県中体連専門部ＵＲＬ『https://ibarakitandfchu.wixsite.com/ibarakitandfchu』 

         （４）茨城県中学校体育連盟主催の大会であるので，大会期間中における参加者の傷害等は「独立行 
政法人日本スポーツ振興センター法」の適用となる。 

         （５）競技中に発生した傷害・疾病・感染症等についての応急処置は主催者にて行うが、以降の責任 
は負わない。 

         （６）大会主催者は，競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負わない。 
         （７）プログラムは１部５００円で販売する。各校必ず１部購入すること。 

（８）今後，新型コロナウイルス感染症の状況によっては運営方法等を変更する可能性があることを 
ご了知願います。 

https://ibarakitandfchu.wixsite.com/ibarakitandfchu』
Tassy2013
テキストボックス

Tassy2013
テキストボックス
変更がありますので別紙の案内を参照してください 



令和２年度茨城県中学校新人陸上競技大会に係る申込方法等の変更について 

 

１ 申込ファイルの入力手順と申込方法について 

① 一般財団法人茨城陸上競技協会ＨＰ『 https://ibariku.com/ 』または，県中体連陸上競技専門部ＨＰ

『 https://ibarakitandfchu.wixsite.com/ibarakitandfchu 』から，指定のファイル「R2県中学校新人陸上競

技大会申込ファイル」をダウンロードする。 

② Sheet「入力にあたって」を参照の上，Sheet「一覧表」に入力をする。 

③ 学校名・出場種目については，コードを確認して入力すること。 

④ 個人種目とリレーに登録する場合は，「競技１」に個人種目，「競技２」にリレーを入力する。 

⑤ 監督者氏名・連絡先電話番号・プログラム購入冊数・審判員氏名・申込数を入力する。 

⑥ 男女で入力シートを分ける必要はない。 

⑦ Sheet「資格記録確認表」に，出場資格を取得した大会名と年月日の入力をする。 

 

＜一覧表（入力例）＞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 四種競技の入力について 

① 総合得点で標準記録を突破している場合 

Sheet「一覧表」に種目コードと総合得点を入力する。 

Sheet「資格記録確認表」に出場資格を取得した大会名と年月日を入力する。 

② 総合得点で標準記録を突破しておらず，２種目以上で標準記録を突破している場合 

Sheet「一覧表」に種目コードと総合得点を入力する。 

Sheet「資格記録確認表」の上段の表には総合得点と大会名・年月日を，下段の表には標準記録を突破したすべ

ての種目の記録・大会名・年月日を入力する。 

 



＜資格記録確認表（入力例）＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

（１）申込期日   令和元２年９月２３日（水）必着 ※申込データ送信の〆切は１７：００とする。 

（２）申込場所   ①申込データ送信先アドレス 『 ibaraki.tandf.chu@gmail.com 』 

          ②一覧表，資格確認記録表  ※各地区委員長宛に郵送 

・中央地区 埜口  篤（ひたちなか市立那珂湊中学校） 

・県東地区 佐藤  理（鉾田市立鉾田南中学校） 

・県西地区 沼田 裕和（八千代町立八千代第一中学校） 

・県南地区 小林  慎（土浦市立土浦第三中学校） 

・県北地区 海老沢雅人（北茨城市立中郷中学校） 

（３）提 出 物   ①申込データ ※上記メールアドレスに送信 

・（一財）茨城陸上競技協会ＨＰまたは，県中体連陸上競技専門部ＨＰから，指定のファイル 

をダウンロードし，ファイルにある記入例を参考に必要事項を入力すること。 

           ・ファイル名を『 〇〇地区〇〇中 （第60回県新人）』とすること。 

          ②一覧表，資格記録確認票 ※各地区委員長に郵送 

           ・上記申込ファイルに入力し，プリントアウトしたものを使用すること。 

           ※申込期日・時間に遅れたもの，書類及びデータ不備，電話申込は一切受け付けない。 
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