第４０回全九州高等学校新人陸上競技大会・熊本県予選大会

令和４年度

実施要項
1 大会名
2主 催
3主 管
4期 日

5会 場
6種 目

令和４年度全九州高等学校体育大会 第４０回全九州高等学校新人陸上競技大会
熊本県予選大会
熊本県教育委員会・熊本県高等学校体育連盟
熊本陸上競技協会・熊本県高等学校体育連盟陸上競技専門部
令和４年 ９月１６日（金）
10時00分
競技開始 （雨天決行）
９月１７日（土）
10時00分
競技開始 （雨天決行）
９月１８日（日）
10時00分
競技開始 （雨天決行）
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）・投てき場・補助競技場
《男子》

7 競技規則
8 競技方法
9 競技時間
10 参加資格

100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 110mH 400mH 3000mSC 5000mW
4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投
ﾊﾝﾏｰ投 やり投 八種競技 （２１種目）
《女子》 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 5000mW
4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投
ﾊﾝﾏｰ投 やり投 七種競技 （２０種目）
2022年度日本陸上競技連盟規則並びに全国高等学校体育連盟陸上競技部申合わせ事項及び全九
州新人陸上競技大会・本大会申し合わせ事項により実施する。
男女別学校対校とし、各種目６位内の合計点によって男女別に学校順位を決める。
別紙参照
(1) 競技者は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。
(2) 競技者は、本連盟加盟校の生徒で、当該競技要項により参加の資格を得たもの。
(3) 年齢は、平成１６年４月２日以降生まれた者とする。
ただし、出場は同一競技２回までとし、同一学年での出場は一回限りとする。
(4) 競技者は、令和４年８月１７日（水）までに熊本県高体連陸上競技専門部・熊本陸上競技協会・
日本陸上競技連盟に選手登録を完了した者であること。
(5) チーム編成においては全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒との混成は認めない。
(6) 広域通信制高等学校の参加にあたっては、以下のとおりとする。
① 広域通信制高等学校加盟にあっては、全国高等学校体育連盟が示す「広域通信制高等学
校校本校及び連携校等の都道府県高体連への加盟について（平成２６年５月２０日全面改
定）」を適用する。
② 大会の参加は原則として、熊本県高等学校体育連盟定時制・通信制総合体育大会とする。
③ 運動部活動が教育活動の一環として、日常継続的に顧問教員の指導もとに適切に行われ
ており、活動時間帯等の運営が適切であること。
④ ③に伴い全日制大会参加の特例として、運動部活動が可能な学校に在籍し、かつ日常的
に県内で練習等の活動が行われていること。
(7) 複数校合同チームよる大会参加。
ア 再編・統合の対象となる学校について認める。
イ 少子化に伴う部員不足による複数校合同チームの大会参加は、別途に定める
「複数校合同チームの大会参加規定」に従う。
(8) 転校後６ヶ月未満の生徒の参加は認めない．（外国人留学生もこれに準じる）。
ただし、一家転住等のやむえない理由による場合は、県高体連会長の認可があれば、この限り
ではない。
(9) 参加競技者は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。
(10) その他の事項については全国高等学校体育連盟規定､九州高等学校体育連盟規定に
準じる。

(11) 参加資格の特例
ア 上記(1)・(2)に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満たすと判断さ
れ、県高体連が承認した生徒について、「大会参加資格の別途に定める規定」に従い大会
参加を認める。
イ

上記(3)アただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同
一競技２回限りとする。

ウ

コロナ対策
参加資格

学年の区分を設けてある課程に在籍する生徒の出場は、２学年までの年齢１８歳未満の者
に限る。（同一学年の参加は同一競技、１回限り）
大会参加者は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、県高体連HP県下大会要項欄の保
(12)
護者承諾書（様式１－１）を所属校長に提出すること。なお、提出後は顧問で保管しておくこと。

(13) 新型コロナイルス感染症予防対策のため、県高体連HP掲載のガイドラインを遵守し、参加選手
は大会１週間前まで及び大会期間中の検温を実施し、記録しておくこと。

11 参加制限

(1) １種目１校２名以内、リレーは、１校１チーム（６名以内）とし、同１人は２種目以内（リレーを除く）
とする。
(2) 外国人留学生については、１校男子３名･女子３名以内とし、１種目１校１名の出場とする（リレー
含む）。ただし、リレーに出場する場合には、個人種目と合わせ､男子１校最大３種目･女子最大
３種目となる。

12 引率及び
監督

13 個人情報
の取扱い

(1) 引率責任者は当該校の教員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教
育法施行規則第７８条の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する
校長は、県高体連会長に事前に届け出る。
(2) 監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合はスポーツ安全保険
（傷害、賠償責任保険等）に必ず加入することを条件とする。
本大会の参加申込書等によって取得した個人情報の取扱については、「熊本県高等学校体育連盟個
人情報保護方針」に基づき取り扱う。なお、参加申込書の提出をもって、これらの取 扱いに関して参
加生徒及びその保護者の承諾を得た者として対応する。
(1) 参加申込書に記載された個人情報の取扱い
ア 大会プログラムに掲載する。
イ 競技場内でのアナウンス等による照会・コールすることがある。
ウ 競技場内外の掲示板等に掲示されることがある。
(2) 競技結果（記録）等の取扱い
ア 熊本県高等学校体育連盟ホームページで公開することがある。
イ 大会報告、熊本県高等学校体育連盟年報、熊本県高等学校体育連盟周年記念誌へ掲載
することがある。

14 申込方法
及び
申込期日

(1)

(2)

ウ 報道機関等の取材により、新聞等のメディアで公開されることがある。
熊本陸上競技協会HPよりファイルをダウンロードし、メールにて下記まで申し込むこと。
なお、申込書をプリントアウトし、校長印を押印し、大会当日に本部へ提出すること。
○送信先 西口賢士 （熊本中央高等学校・090-1926-8410）
○メールアドレス
west.s.o@live.jp
○申込み期日 ９月２日（金）１２：００まで（厳守：遅れは一切認めない。）
※期日・時間厳守の上、送信ミスのないように、お願いします。
※受付返信メールが２日以上経過しても届かない場合は、西口携帯までご連絡ください。
新型コロナ感染症予防対策のため、県高体連HP県下大会欄掲載の専門部長への証明書（様
式１－２）を大会当日（９月１６日・金）、大会本部へ提出すること。

15 参加料

５００円×エントリー人数
(1) 加盟校
１０００円×エントリー人数
(2) 非加盟校
(3) 追加登録費 JAAF登録費 一人２０００円（該当校のみ）
※納入方法 参加申込みと同時に､下記口座に払いこむこと。
○払込先
肥後銀行 子飼橋支店 店番１５４ 普通 口座番号 １９７９３８５
○名義
熊本県高等学校体育連盟 陸上競技 専門部会計 代表 平山 浩継
（振り込み確認を通帳で行うため、学校名をお願いします。）
○払込期日 令和４年９月５日（月）１５：００ まで
※毎回、払込遅れの学校が数校あります。参加を認めない場合があるので注意すること。
事情により遅れる場合は、委員長まで連絡すること。

16 表 彰

(1) 総合男女優勝校に優勝旗、総合・トラック・フィールド学校別第３位までに賞状を授与する。
(2) 個人及びリレーは各種目・第３位までには賞状を与える。

17 その他

(1) 陸上競技の開会式は行わない。 閉会式は今年度は表彰関係校のみの参加で実施予定（変更
の可能性有り）。
(2) 各学校の監督（顧問）の先生方には、競技役員に委嘱しますのでご協力下さい。
(3) 生徒補助員は各学校に依頼しますので御協力よろしくお願いします。
(4) 各種目３位（混成競技は昨年度から３位）まで入賞した者は、10月１４日（金）１５日（土）１６日
（日）佐賀県開催の全九州高等学校新人陸上競技対校選手権大会に出場する資格が得られ
る。
(5) アスリートビブスは、2022年度の登録番号（各学校割当番号）を使用する。
(6) 申込書の記録欄は今年度に限り令和４年４月以降の公認記録を記入する。ただし、記録がない
場合は、独自の記録会等との区別を明記し、参考記録として出来るだけ記入して下さい。その
際、より正確な記録を記入して下さい。特にタイムレース決勝の種目。

(7) 陸上･駅伝専門委員会（プログラム編成会議）
○期日 令和４年９月５日（月） １０：００ ～ １７：００（予定）
○場所 えがお健康スタジアム（１１０号室・情報処理室）※場所は変更あり
◎ 専門部からの連絡
各学校、高校総体申込と同時に、日本陸連Web上で選手登録を行っていただきました。その後、追加
登録を行った学校は、今回の新人陸上申込と同時に、追加登録の費用（４月に各学校へ案内済み）を
参加費と同時に納入して下さい。その際は委員長（平山）まで連絡して下さい。追加登録の締め切り
は、１０月２８日（金）の１８時までとなっています。追加登録は必ず日本陸連Web上でお願いします（新
人陸上申込が個人登録ではありません）。また、一度登録すれば、登録料は発生します（削除しても
登録料はお支払いください）。

★ 重要連絡

（新型コロナウィルス感染症対策及び駐車場・送迎について）

(1) 新型コロナウィルス感染症対策に係る競技運営・プログラム編成について
今大会は、令和４年度熊本県高等学校主催大会大会に係る新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイド
ラインに沿って運営します。よって、提出書類等は県高校総体時と同様の措置となりますが、今後の感染
状況しだいでは、他の提出書類を求める場合があります。観客の制限については、大会２週間前の感染状
況よって判断します。また、競技日程（案）についても変更する場合があります。※ただし、日毎の種目設定
に変更はありません。

(2) 提出書類・保管用紙等について
【大会当日まで】
①選手・補助員・応援部員は保護者同意書（別紙１－１）を提出し、顧問が保管
②大会１週間前から検温を開始し「健康観察カード」に記録し、顧問が保管
【大会当日】
①学校長の証明書（別紙１－２）を受付へ提出→９月１６日（金）
②参加申込書（陸協ファイル）の学校長印を押印の上、受付へ提出→９月１６日（金）
③（別紙２）検温確認表【顧問及び参加選手・補助員・応援部員】を受付へ提出→３日間毎日
④（別紙３）保護者名簿については、感染状況を判断し、提出の有無を決定します。

(3) 駐車場・選手送迎等及び観客の入場について
えがお健康スタジアムの方針により、競技場周辺への駐車が制限されました。関係許可車両以外、一切、
電光掲示板裏からの進入が禁止され、審判員・役員はヒライの弁当側から調整池へ、一部競技役員・学校
バスは第３ゲート・第４ゲート間の駐車場となり、国体道路南北線からの進入となりました。よって、送迎に
ついては、競技場周辺で、通行の妨げにならない場所でお願いします。１階正面玄関前・調整池・学校バス
については、許可車以外、進入できませんので、ご理解・ご協力をお願いします。また、観客の入場制限に
ついては、大会２週間前の状況で判断します。

