
令和２年度熊本県陸上競技選手権大会 兼 第７５回九州陸上競技選手権予選 要項 

１ 主 催 （一財）熊本陸上競技協会    

２ 共 催 熊本日日新聞社   

３ 期 日 令和２年７月２５日（土）  ９時００分競技開始 （雨天決行） 

 令和２年７月２６日（日）  ９時００分競技開始 （雨天決行） 

４ 会 場 えがお健康スタジアム （熊本県民総合運動公園陸上競技場） 

５ 新型コロナウィルス対応について 

  （１）本年度は、新型コロナウイルス感染予防対策に則り、競技会を運営していくことを 

了承の上、大会に参加すること。 

（２）大会当日の競技出場前（出場種目競技開始 ２時間前）までに、大会主催者が用意した 

「競技会参加のためのチェックシート」を、受付け時に提出すること。 

提出がない場合は、競技場への入場ができない。 

また、棄権がわかっている場合は直接情報処理室に届けること。 

 

６ 競技種目  第１日目 （７月２５日）２４種目 

一般男子  １００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ、１１０ｍH(1.067/9.14)、 

４×１００ｍR、棒高跳、三段跳、円盤投、やり投 

高校円盤投(1.75kg)、高校１１０ｍJH(99.1/9.14)、中学１１０ｍYH(91.4/9.14)  

一般女子 １００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ、１００ｍＨ、４×１００ｍＲ 

      走幅跳、棒高跳、円盤投、やり投、中学１００ｍＨ(0.762/8.0)  

 

        第２日目 （７月２６日）２４種目 

一般男子 ２００ｍ、８００ｍ、４００ｍＨ、３０００ＳＣ、５０００ｍＷ、４×４００ｍＲ 

  走幅跳、走高跳、砲丸投、ハンマー投      

  高１・中学３０００m、高校砲丸投(6.0kg)、高校ハンマー投(6.0kg)、中学砲丸投(5.0kg) 

一般女子 ２００ｍ、８００ｍ、３０００ｍ、４００ｍＨ、５０００ｍＷ、４×４００ｍＲ， 

  走高跳、三段跳、砲丸投、ハンマー投 

７ 参加資格 

    （１）２０２０年度熊本陸上競技協会登録者であること。    

    （２）下記の標準記録を２０１９年４月１日から２０２０年７月１０日までに突破した 

もの。但し、今年度に限り、高校３年生については、参加標準記録を免除する。 

８ 参加制限 

（１）１人の出場種目は制限なし。      

    （２）１チームからの出場人数に制限はない。      

（３）リレーについては各所属よりの参加は１チームとする。 

 

 

 



９ 競技規則               

２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項により実施する。  

１０ 参加料          

 （１）１人１種目          

    ・一般   １５００円    ・中学生  １０００円     

    ・高校生  １５００円     ・リレー  ２０００円    

（２）参加料は７月１０日(金)までに下記口座へ送金すること。（振込手数料が必要）。 

期日までに送金のない場合は大会に出場できない。当日の参加料受付は不可。 

   振込先 郵便局     郵便振替口座番号  ０１７７０－９－１１４８６３ 

   加入者名  熊本陸上競技協会      

  ※払込取扱票の通信覧に大会名、所属名（個人の場合は個人名）、申込責任者 

および連絡先を明記すること。また、人数も記入すること。 

（３）参加料は理由如何にかかわらず返金しない 

１１ 申込方法           

 （１）申し込みは、メールでの申し込みとする。 

 （２）参加者は、熊本陸上競技協会ホームページから申込様式をダウンロードし、必要事項 

を記入し、令和２年７月１０日（金）必着でメールにて申し込むこと。   

    ホームページアドレス http：//kumariku.com 

 （３）申し込み締切後の受付けは一切行わない。 

１２ 登 録 

 （１）高校生、中学生は、それぞれ高体連・中体連にて登録すること。 

 （２）一般については、大会当日でも受付ける。 

１３ アスリートビブス 

 （１）高校生、中学生については学校割当分を使用すること。（高体連・中体連で準備） 

 （２）一般については各自で準備。 （当日、本部で白布販売あり、１枚、１００円） 

１４ 表 彰 

 （１）各種目優勝者に賞状とメダル（熊本日日新聞社提供）を、第２・３位に賞状を授与する。 

 （２）一般種目６位以内の者は、九州陸上競技選手権大会出場権を得る。 

 （３）栄章授与 

 ・最優秀選手賞   戸上 第一郎杯     ・投擲男子優秀選手賞   西田 親  杯 

 ・短距離優秀選手賞 田尻 祐之 杯     ・投擲女子優秀選手賞   林 香代子 杯 

 ・長距離優秀選手賞 金栗 四三 杯     ・高校男子優秀選手賞   中島 桂介 杯 

 ・跳躍優秀選手賞  戸上 研之 杯    ・高校女子優秀選手賞     冨永 勝美 杯  

１５  個人情報取り扱いについて  

（１）申込に伴う個人情報は、主催者で厳重に保管し、本大会目的以外に使用することはない。 

（２）参加申込書の提出により、上記(1)の取り扱いに承諾を得たものと見なし、氏名・所属 

   ・記録等を本大会プログラム・熊本陸上競技協会ホームページに記載する。 

（３）本大会が認めた報道機関が撮影した写真が、新聞・雑誌・ホームページ等に公開される 

ことがある。  



１６ その他 

 （１）競技中に発生した傷害、疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内および現場 

での応急処置以外の責任は一切負わない。 

 （２）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「令和２年度熊本県陸上競技選手権大会開催について」で必ず確認すること。 

 

              

 

 

 

 

トラックの部

種　　目 男子 中学・高校 女子 中学 種　　目 男子 中学・高校 女子 中学・高校

100m 11"60 13"50 走高跳 1m65 1m40

200m 23"70 28"00 走幅跳 6m10 4m60

400m 54"00 65"50 三段跳 12m50 標準記録なし

800m 2'07"00 2'25"00 棒高跳 3m20 2m00

1500m 4'15"00 5'00"00

3000m

高１・中学
9'40"00
(1500m)

4'25"00

11'10"00

5000m 15'45"00 18'20"00

400mH 標準記録なし 標準記録なし

やり投 43m00 標準記録なし

ハンマー投
（7.26kg）

　標準記録
なし

（6.0kg）
標準記録なし

（4.0kg）
標準記録なし

5000mW 標準記録なし 標準記録なし

標準記録なし

《男子》400mH   5000ｍW   4×100ｍR   4×400ｍR　 ハンマー投　　

　　　　 高校砲丸投(6.0kg）　高校円盤投(1.75kg)　高校ハンマー投(6.0kg)　高校110ｍJH(0.991/9.14)  

《女子》 400ｍH   5000ｍW   4×100ｍR   4×400ｍR　　三段跳　　砲丸投　　円盤投　　やり投   ハンマー投 　 

　高校種目は高校生のみ、中学種目は中学生のみ参加できる。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今回に限り男子十種競技、女子七種競技は実施しない。

10'30"00
(5000m)
15'55"00

3000mSC

１００ｍH
16"50

 80mH
 13"50

18"00 (2kg)

25m00
(1.75kg)

27m00

高校
(1.75kg)

標準記録なし

（１．０ｋｇ）
標準記録なし

高校１１０mJH
標準記録なし
中学１１０ｍYH

17"50
１００ｍH
15"00

18"00
110mH
100mH

※鹿児島国体の中止に伴い、国体選手選考種目（ジュニア種目）は実施しない。

２０２０年度熊本県陸上競技選手権標準記録（改訂版）
フィールドの部

砲丸投
中学

（２．７２１ｋｇ）

９ｍ００

一般の部に
参加の場合

(7.260kg)

9m50
(6.0kg)

10m00
(5.0kg)

12m00

　高校
　（６．０kg）
標準記録なし

中学
　（４．０kg）
    １０ｍ００

（４．０ｋｇ）
標準記録なし

円盤投



(別記) 

一般財団法人 熊本陸上競技協会 令和２年度熊本陸上競技選手権大会の開催について 

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 

熊本県民運動公園施設利用ガイドラインに沿って、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）報道各社、来賓のみ入場可能。  

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「競技会参加のためのチェックシート」の提出、検温を義務付ける。 な

お、未成年の競技者については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「競技会参加のためのチェックシート」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 第１・第４ゲートに限定し、内側に受付を設置する。  

２．監督・コーチ・顧問・大会役員・来賓等にはＩＤカードを発行する。ＩＤカードの提示のない者は 

入退場できない。選手は、学校のユニフォームをＩＤの代わりにする。ユニフォームがない学校に 

ついては、ＩＤを発行する。  

３．競技役員の駐車は調整池とする。  

 



【スタンドでの注意事項】  

１．待機場所はメインスタンドとし、他の競技者との距離を十分確保し、使用可能標示のある座席のみ 

利用すること。  

２．大声を出しての応援、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。 

３．競技場内全てのゴミ箱は撤収する。ゴミは各自でビニール袋に入れて持ち帰ること。  

４．競技を終えた者は速やかに帰路につくこと。 


