
 
令和３年度(2021 年) 熊本県陸上競技選手権大会兼国体１次予選要項(改訂) 

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３年(2021 年)５月１日（土）  ９時００分競技開始 （雨天決行） 

 令和３年(2021 年)５月２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）日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開のガイダンス第３版/2021 年 1 月 15 日付改訂」 

に準拠して、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３階 TIC に届けること。 

６ 競技種目 第１日目 ５／１(土)   

男子の部  100m、400m、1500m、5000m、110mH(1.067/9.14)、4×100mR、 

棒高跳、三段跳、円盤投、やり投、100m(小４～６)、 

U20 円盤投(1.75kg)、U20 110mJH(99.1/9.14)、中学 110mYH(91.4/9.14)  

※混成競技（高校八種）100m、走幅跳、砲丸投(6.0kg)、400m 

女子の部 100m、400m、1500m、5000m、100mＨ(83.8/8.5)、4×100mＲ 

走幅跳、棒高跳、円盤投(1.0kg)、やり投、100m(小４～６)  

J100mYH(76.2/8.5) 、J 走幅跳、中学 100mH(76.2/8.0)、中学砲丸投(2.72kg)  

※混成競技 100mＨ(83.8/8.5)、走高跳、砲丸投(4.0kg)、200m 

       第２日目 ５／２(日)   

男子の部 200m、800m、400mH、3000mSC、5000mW、4×400mR 

  走幅跳、走高跳、砲丸投、ハンマー投(7.26kg)     

 

  

               J100m、 J3000m、J 走幅跳、J 砲丸投(5.0kg) 

U20 砲丸投(6.0kg)、U20 ハンマー投(6.0kg)、 

        ※混成競技（高校八種） 110mＨ（1.067/9.14）、やり投、走高跳、1500m 

女子の部 200m、800m、3000m、400mH、5000mW、4×400mR， 

  走高跳、三段跳、砲丸投、ハンマー投(4.0kg)、 J100m、J800m、 

        ※混成競技 走幅跳、やり投、800m 

        ※J 種目は高 1・中学生の種目です。U20 は 2002 年 1 月 1 日以降生まれの種目です。 

７ 参加資格  （１）２０２１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（２０１９年１月１日から２０２１年４月２３日までの公認記録） 

          を突破している競技者。 

８ 参加制限 （１）１人の出場種目は制限なし。１チームからの出場人数に制限はない。 



（２）リレーについては各所属よりの参加は１チームとする。 

（３）ジュニア種目と一般種目がある種目についてはどちらか一方しか参加できない。 

９ 競技規則 ２０２１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  ・小学生 ７００円  

    ・高校生  １５００円   ・リレー  ２０００円    

（２）参加料は４月２３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。     

  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３年４月２１日（水）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）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）競技用靴については、WA 改訂規則を適用する。（ただし小学生は除く） 

 

 

トラックの部
種　　目 男子 ジュニア 女子 ジュニア 種　　目 男子 ジュニア 女子 ジュニア

100m 11"60 12"20 13"50 13"80 走高跳 １m６５ １m４０

小学100m 15"50 16"00 走幅跳 ６m２０ ５m５０ ４m９０ ４m５０

200m 23"70 28"00 三段跳 12m50 標準記録なし

400m 53"00 1'04"50 棒高跳 3m20 2m00

800m 2'07"00 2'25"00 2'30"00

1500m
4'15"00

(5000m)
15'30"00

5'00"00

3000m
9'40"00

(1500m)

4'25"00

11'10"00

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

10000m 標準記録なし

110mH/100mH 18"00 18"00

中学
110mYH/
100mH

17"50
（100mH ）
15"00

 16"50
 （80mH）
 13"50

400mH 61"00 標準記録なし やり投 40m00 標準記録なし

3000mSC
10'30"00

(5000m)
15'55"00

ハンマー投 標準記録なし
U20

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 混成競技 標準記録なし 標準記録なし

標準記録なし

《男子》 10000m  5000ｍW   4×100ｍR   4×400ｍR　 ハンマー投　　混成競技（高校八種） 　 

　　　　 U20円盤投(1.75kg)　U20ハンマー投(6.0kg)　U20 110ｍJH(0.991/9.14)  J砲丸投(5.0kg)

《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 　 

　　　　　混成競技(七種競技)　　J100ｍYH(0.762/8.5)　

U20・ジュニア・中学種目

U20男子　　　１１０ｍJH　(99.1/9.14）、砲丸投(6.0kg）、円盤投(1.75kg）、ハンマー投(6.0kg)

J男子 100m、3000m、走幅跳、砲丸投(5.0kg)  ４種目　J女子 100m、800m、100mYH(0.762/8.5)、走幅跳　 ４種目

中学　男子　110mYH(0.914/9.14)　　中学女子　100mH (0.762/8.0) 、 砲丸投(2.721kg)

※ジュニア種目は高1・中学生の種目です。U20は2002年1月1日以降生まれの種目です。

U20
１１０mJH

標準記録なし

１００mYH
標準記録なし

２０２１年度熊本県陸上競技選手権兼国体予選標準記録
フィールドの部

一般の部に
参加の場合

(7.260kg)

9m50
(6.0kg)

10m00
(5.0kg)

12m00

Ｕ２０
(6.0kg)
ジュニア
（５．０kg）

標準記録なし

(4.0kg)

標準記録なし

中学女子
(2.721kg)

　　　９m００

砲丸投

円盤投

一般の部に

参加の場合

(2kg)

25m00
(1.75kg)

27m00

U20
(1.75kg)

標準記録なし

（１．０ｋｇ）
標準記録なし


