
令和5年度 第61回福井県中学校春季陸上競技大会
第50回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会

実 施 要 項

1 期 日 令和5年 6月17日（土）・18日（日）小雨決行

17日（土）10時30分・・競技開始

18日（日） 9時45分・・競技開始

2 会 場 9.98スタジアム（福井県営陸上競技場）（福井市福町3-20）

3 競技種目 ［男子］・・（18種目）

1 年＝100ｍ、1500ｍ

2 年＝100ｍ

1・2年＝低4×100ｍリレー（1年生2名、2年生2名）

共 通＝100ｍ、200ｍ、400ｍ、800ｍ、1500ｍ、3000ｍ

110ｍＨ、4×100ｍリレー

走高跳、棒高跳、走幅跳、砲丸投（5kg）、円盤投（1.5kg)

四種競技（①110ｍＨ ②砲丸投（4kg） ③走高跳 ④400ｍ）

＊1日目の種目 1年100ｍ、共通200ｍ、1年1500ｍ、共通1500ｍ、

低4×100ｍリレー走高跳、円盤投、

四種競技前半（①110ｍＨ ②砲丸投）

［女子］・・（16種目）

1 年＝100ｍ

2 年＝100ｍ

1・2年＝800ｍ、低4×100ｍリレー（1年生2名、2年生2名）

共 通＝100ｍ、200ｍ、800ｍ、1500ｍ、4×100ｍリレー

100ｍＨ、走高跳、走幅跳、砲丸投（2.72kg)、円盤投（1kg)

四種競技（①100ｍＨ ②走高跳 ③砲丸投 ④200ｍ）

棒高跳

＊1日目の種目 1年100ｍ、共通200ｍ、1.2年800ｍ、共通1500ｍ、

低4×100ｍリレー、走幅跳、円盤投、

四種競技前半（①100ｍＨ ②走高跳）

4 競技方法及び参加制限

(1)トラック種目(100m、200m、100mH、110mH)は、予選・決勝で行う。

その他は、タイムレース決勝とする。

(2)1種目1校・1クラブ2名まで。

但し①短距離種目ついては、1年100ｍ、2年100ｍ、共通100ｍ、共通200ｍ

でその総数は男女それぞれ1校・1クラブのべ6名とし、1種目2名以

内であること。

②男子の中長距離種目については、1年1500ｍ、共通800ｍ、

共通1500ｍ、共通3000ｍでその総数は1校・1クラブのべ6名以内と

し、1種目2名以内であること。

③女子の中長距離種目については、1．2年800ｍ、共通800ｍ、

共通1500ｍでその総数は1校・1クラブのべ5名以内とし、1種目2名

以内であること。

④四種競技については男女それぞれ1校・1クラブ2名とする。

⑤該当学年および共通にまたがって出場することができる。ただし、

同一種目を除く。

⑥円盤投は男女共1名ずつとする。

(3) 次の条件を満たした者については、(2)の制限以外に特別に出場権を与

える。

・2022年4月1日からプログラム編成日までの間に、県中体連陸上部

から出された標準記録を突破した者。



(4)1人2種目以内。（但し リレーを除く。リレーの重複出場はできない。

(5)選手は、健康に異常がなく、学校長または地域クラブ活動代表者の承認のもとに

参加を申し込み、参加同意書を提出した者とする。

5 表 彰 各種目別個人表彰

＜中体連＞第3位まで ［表記：第1位、第2位、第3位］

＜新聞社＞第1位のみ ［表記：第一位］

6 申込方法 (1) 申込期限 6月1日（木）

(2) 申込先 県中体連陸上競技事務局 宛

(3) 申込方法

県中体連陸上競技事務局より出される大会参加申込表（Excelファイル）及

び指示のあった申込方法で、必要事項を入力の上、以下のとおり申し込むこ

と。

①中学校長または地域クラブ活動代表者の公印を押した申込一覧表と個票を

申込先に郵送する。春季陸上による特別出場枠の選手には一覧表と個票に

☆を入力すること。

②必ず①と同じデータを電子メールに添付して、下記のアドレスまで送信す

る。（①の一覧票を正式な申し込みとして受理する）

◎申込アドレス:akira_ishii36@yahoo.co.jp（件名に学校・クラブ
名を記入）

※申込で不具合がある場合は、県中体連陸上競技事務局までご連絡下さい。

(4) 参加料 参加選手一人につき100円とする。

各学校で取りまとめて、大会当日の選手受付時に、大会事務局に納入す

ること。

(5) 補欠起用について
大会参加申込一覧表の備考に（補）と記載されている者に限り認める（但し，

リレーを除く）。起用する場合は、6月6日（火）のプログラム編成まで

にデータまたは文書（変更届）で届けること。（事務局宛）

(6) プログラム編成は6月6日（火）午後1時00分より、県中学校体育部活動

陸上競技運営研究会で行う。

（7）主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟情報

保護方針に基づき取り扱います。なお、取得した個人情報は大会の資格

審査、プログラム編成及び作成、記録発表、その他競技運営および陸上

競技に必要な連絡等に利用します。

7 そ の 他 (1) 出場に違反のあった場合は、失格とする。

(2) 標準記録を突破した者については第50回全日本中学校陸上競技選手権大

会に出場できる。

(3) 同じ種目で1校・1クラブ3名の8位入賞者が出れば、その3名は夏季陸上

競技大会（通信陸上）の同一種目に出場できる（全中種目に限る）。但

し、最上位者が全中標準記録を突破していること、最下位のものは学校

対抗の得点には含まないとする（但し、1．2年女子800ｍの8位までの入

賞者は除く）。

(4) アスリートビブスは割当された番号を使用し、背と胸に着用する。

規格は 縦16ｃｍ、横24ｃｍの 白布地に男子は黒字、女子は赤字で

はっきり大きく記入する。字の太さは1ｃｍ以上であること。

（例） 1 1 0 0

(5) 福井県中学校体育連盟の「県大会開催における新型コロナウイルス感

染拡大予防ガイドライン」および「中央競技団体の開催ガイドライン」

に従い感染防止策を講じながら実施する。



令和５年度 第６１回福井県中学校夏季総合競技大会
兼 ’23県民スポーツ祭 中学の部 陸上競技
兼 第６９回全日本中学校通信陸上競技福井県大会
兼 第５０回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会

実 施 要 項

１．主 催 （公財)日本陸上競技連盟、(公財)日本中学校体育連盟、(一財)福井陸上競技協会、
福井県中学校体育連盟

２．共 催 (財)福井県スポーツ協会、福井県教育委員会、福井市教育委員会

３．後 援 ＮＨＫ，福井新聞社

４．日 時 令和５年７月１５日（土）・１６日（日） 小雨決行
１５日（土） 開 会 式＝ ９時３０分

競技開始＝１０時１５分
１６日（日） 競技開始＝１０時００分

５．会 場 9．98スタジアム（福井県営陸上競技場） （福井市福町 3-20）

６．競技種目 ＊印は福井県独自の種目
［男子］－（21種目）
１年＝100m ２年＝100m ３年＝100m
＊1・2年＝走幅跳 ＊1・2年＝砲丸投（4kg) ＊１年1500m ＊２年1500m
共通＝200m，400m，800m，1500m，3000m，＊円盤投（1.5kg）

110mH，4×100mリレー，走高跳，棒高跳，走幅跳，砲丸投(5kg)
四種競技（①110mH ②砲丸投<4kg> ③走高跳 ④400m）

（注）１日目の実施種目･･･１年100m，１年1500m，２年1500m，
共200m，共1500m，四種競技，4×100mリレー予選

1・2年＝走幅跳，1・2年砲丸投，共円盤投

［女子］－（18種目）
１年＝100m ２年＝100m ３年＝100m
＊1・2年＝800m ＊1・2年＝走幅跳 ＊1・2年＝砲丸投(2.72kg)
共通＝200m，800m，1500m，100mH，4×100mリレー

走高跳，走幅跳，砲丸投(2.72kg)，＊円盤投(1kg)
四種競技（①100mH ②走高跳 ③砲丸投<2.72kg> ④200m）
棒高跳

（注）１日目の実施種目･･･１年100m，1・2年砲丸投，1・2年800m，
共200m，共1500m，共走幅跳，四種競技，
4×100mリレー予選，共円盤投

７．競技方法及び参加制限
(1) 男女別、学校・クラブ対抗とする。
(2) １種目１校1クラブ１名とする。（但し春季陸上競技大会に於いて同一種目で２名の

８位入賞者があった場合にはその２名に出場権がある。また、３名の場合は、その
３名に出場権があり、最上位者が全中標準記録を突破していることとする<全中種目
に限る>。最下位のものは、得点に含まない。〈女子1・2年800m除く〉）

(3) １人２種目以内とする。（但し リレーは除く）
(4) 学年別種目は該当学年の生徒に限る。
(5) 福井県独自の種目は学校・クラブ対抗種目としない。
(6) 400m・800m・1500m・3000mはタイムレース決勝とする。
(7）該当学年および共通にまたがって出場することができる。ただし、同一種目を除く。
(8）選手は、健康に異常がなく、学校長または地域クラブ活動代表者の承認のもとに参

加を申し込み、参加同意書を提出したものとする。



８．表彰規定
(1) 得点 １位－８点、２位－７点、・・・・・・・・８位－１点

同順位を共有する場合は該当得点を折半する。
(2) 表彰 ①団体（学校・クラブ対抗）男・女別に合計得点によって順位を決定する。

同点の場合は上位入賞の多い学校を上位とする。
＜中体連＞ 第６位まで 優勝校・クラブには優勝旗を授与する。

［表記：優勝、準優勝、第３位］
＜新聞社＞ 第３位まで ［表記：優勝、準優勝、第三位］
＜県スポ祭＞ 第２位まで ［表記：優勝、準優勝］

②個人（各種目別）
＜中体連＞ 第３位まで ［表記：第１位、第２位、第３位］
＜新聞社＞ 第１位のみ ［表記：第一位］
＜県スポ祭＞ 第２位まで ［表記：第１位、第２位］
＜陸 連＞ 第８位まで 但し，リレ－種目は３位

９．申込方法
(1) 申込期限 ６月２９日（木）
(2) 申込先 県中体連陸上競技事務局 宛
(3) 申込方法

県中体連陸上競技事務局より出される大会参加申込表（Excelファイル）及び指示の
あった申込方法で、必要事項を入力の上、以下のとおり申し込むこと。
①中学校長または地域クラブ活動代表者の公印を押した申込一覧表と個票を申込先
に郵送する。春季陸上による特別出場枠の選手には一覧表と個票に☆を入力する
こと。

②必ず①と同じデータを電子メールに添付して、下記のアドレスまで送信する。
（①の一覧票を正式な申し込みとして受理する）

◎申込アドレス:akira_ishii36@yahoo.co.jp（件名に学校名を記入）
※申込で不具合がある場合は、県中体連陸上競技事務局までご連絡下さい。

(4) 参加料 参加選手一人につき１００円とする。各学校で取りまとめて、大会当
日の選手受付時に、大会事務局に納入すること。

(5) 補欠について
大会参加申込一覧表の備考に（補）と記載されている者に限り認める
（但し，リレーを除く）。起用する場合は，７月４日（火）のプログラム編成までに
データまたは文書(変更届)で届けること。（事務局宛）

(6) プログラム編成は７月４日（火）午後１時００分より県中学校体育部活動陸上競技
運営研究会にて行う。

（7）主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟情報保護方針に
基づき取り扱います。なお、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成
及び作成、記録発表、その他競技運営および陸上競技に必要な連絡等に利用します。

10．そ の 他
(1) 出場に違反のあった場合は 関係種目は失格とする。
(2) 暑さ対策のために競技順序や競技方法を変更することがある。
(3) 第４４回北信越中学校総合競技大会の選考会とする。

ただし、1･2年の800ｍ、走幅跳、砲丸投に上位入賞した者、２年男子1500ｍの
記録が、共通の同種目の入賞者の記録を上回っても、北信越中学校総合競技大会の
代表には選考されない。

(4) 標準記録を突破した者とリレーで優勝した学校については、 第５０回全日本中学
校陸上競技選手権大会に出場できる。

(5) アスリートビブスは割当られた番号を使用し背と胸に着用する。
(6) 令和４年度優勝校＜男子＞ 中央中 ＜女子＞ 中央中

（例）
１１００

(7) 福井県中学校体育連盟の「県大会開催における新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン」および「中央競技団体の開催ガイドライン」に従い感染防止策を講
じながら実施する。



令和５年度 第６４回 福井県中学校男子駅伝競走大会

第３４回 福井県中学校女子駅伝競走大会

第３１回 全国中学校駅伝大会福井県予選会

実 施 要 項

１ 期 日 令和５年１０月５日（木） 雨天決行

２ 日 程 学校受付 ８：３０ ～ ９：００

監督会議 ９：１０

役員受付 ９：２０ ～

開会式 ９：４０

役員打合 開会式終了後

女子発走 １０：５０ ～ １１：４０

男子発走 １１：５０ ～ １３：００

オープンレース １３：１０

閉会式（表彰） １３：５０

全日程終了 １４：００

３ 会 場 開会式・・鯖江市東公園陸上競技場

および コース・・鯖江市東公園付設コース（男子１８㎞・女子１２㎞）

コース （コース図については、別途出させていただきます。）

４ 参 加 資 格 男子＝参加チームは各地区より選抜された学校・クラブに限る。

（各地区２チーム、但し、福井地区は４チーム、開催地区３チーム）

女子＝参加校は各地区より選抜された学校・クラブに限る。

（各地区２チーム、但し、福井地区は４チーム、開催地区３チーム）

５ 参 加 申 込 ・男子１チーム９名 ・女子１チーム８名

・男子（選手６名補欠３名） ・女子（選手５名補欠３名）

・校医または医師の指導を受け学校長または地域クラブ活動代表者の公印

を押した参加申込書（様式Ａ）を、ＰＤＦにして原本データとともに県

中体連陸上競技事務局へメールに添付して送付する。

◎申込締切 ９月２７日（水）

・本申込書および参加料は大会当日の選手受付時に提出、納入する。

・参加料は参加選手一人（補欠を含む）につき１００円とする。

・申込締切日以降に予選会を実施する地区は予選会終了後ただちにＦＡＸ

で申し込むこと。

・主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟情報

保護方針に基づき取り扱います。なお、取得した個人情報は大会の資格

審査、プログラム編成及び作成、記録発表、その他競技運営および陸上

競技に必要な連絡等に利用します。

６ 表 彰 団体６位まで、個人区間３位まで

＜中体連＞第６位まで ［表記：第１位、第２位、第３位］

＜新聞社＞第１位のみ ［表記：第一位］



７ 参加上の注意 (1）参加選手は必ず健康診断を受けること。

(2) 選手は、健康に異常がなく、学校長または地域クラブ活動代表者承認のもとに

参加を申し込み、参加同意書を提出した者とする。

(3) 選手は道路の左側を走り、途中審判・監察・警官の指示に従うこと。

（カーブでも道路の中央より右側を走らないこと）

(4) 伴走は認めない。（自動車・自転車も含む）

(5) 先導車から後尾車までをコースとし、その間の応援車の移動は禁止す

る。

(6）参加申込書（様式Ａ）提出後の選手変更は認めない。

(7) オーダー（様式Ｂ）は大会当日、学校受付時に提出する。

(8) オープンレースへの出場選手も参加申込用紙（様式Ｃ）を大会当日

チーム受付時までに提出する。（出場選手全員を記載のこと）

(9) オープンレースは男子は3000ｍ、女子は2000ｍとする。

(10）タスキは各出場チームで準備すること。

（例）

８ そ の 他 (1) アスリートビブスについて

すでに割り当てられた番号を使用し、背と胸 100

に結着する。規格は縦１６㎝以内、横２４㎝ Ａ

以内の白布地に男子は黒女子は赤字で記入す

る。

１区からＡＢＣＤＥＦの順になっていること。

(2) この大会は第２２回福井県駅伝選手権大会（中学校の部）を兼ねる。

(3) 前年度優勝校 男子＝武生第二中学校 女子＝武生第二中学校

(4) 福井県中学校体育連盟の「県大会開催における新型コロナウイルス

感染拡大予防ガイドライン」および「中央競技団体の開催ガイドライ

ン」に従い感染防止策を講じながら実施する。



令和５年度 第６６回福井県中学校陸上競技大会
実 施 要 項

１ 日 時 令和５年１０月２８日（土） 小雨決行

９時１５分・・競技開始

２ 会 場 敦賀市総合運動公園陸上競技場（敦賀市沓見149-1)

３ 競技種目 ＜男子＞－（19種目） ＜1年100mH：0.838m/8.5m＞

１ 年＝100ｍ、1500ｍ、100ｍＨ、走高跳、走幅跳、砲丸投（4kg）

２ 年＝100ｍ、1500ｍ、110ｍＨ、走高跳、走幅跳、砲丸投（5kg）

1・2年＝200ｍ、400ｍ、800ｍ、3000ｍ、

4×100ｍリレー、棒高跳、円盤投(1.5kg)

＜女子＞－（17種目）

１ 年＝100ｍ、800ｍ、100ｍＨ、走高跳、走幅跳、砲丸投(2.72kg)

２ 年＝100ｍ、800ｍ、100ｍＨ、走高跳、 走幅跳、砲丸投(2.72kg)

1・2年＝200ｍ、1500ｍ、4×100ｍリレー、円盤投(1kg)、棒高跳

＊3000m（オープン競技）

※北信越・全中駅伝参加チームの生徒に限る。

４ 競技方法及び参加制限

(1) トラック種目は、全てタイムレースで行う。

(2) １校１クラブ、１種目２名 リレーは1チーム。

(3) １人２種目以内（但し、リレーを除く。）

(4) 該当学年および共通にまたがって出場することができる。ただし、同一種目

を除く。

(5) 次の条件を満たした者については、(2)の制限以外に特別に出場権を与える。

・２０２３年４月１日からプログラム編成日までの間に、県中体連陸上競技

部から出された標準記録を突破した者。

（6）走幅跳、砲丸投、円盤投は、パスラインをもうける。

（7）選手は、健康に異常がなく、学校長または地域クラブ活動代表者の承認のもとに参加

を申し込み、参加同意書を提出した者とする。

５ 表 彰 各種目別個人表彰

＜中体連＞ 第３位まで ［表記：第１位、第２位、第３位］

＜新聞社＞ 第１位のみ ［表記：第一位］

６ 申込方法 (1) 申込締切 １０月１２日（木）

(2) 申 込 先 県中体連陸上競技事務局 宛

(3) 申込方法

ＮＩＳＨＩスポーツのホームページより、ＷＥＢ申込を行う。

ＷＥＢ上で大会参加申込表（Excelファイル）をダウンロードし、必要事項

を入力の上、以下のとおり申し込むこと。（申込方法の詳細は、福井陸協

ＨＰ『強化委員会』内の「福井国体記念強化記録会 申込方法」で確認）

① 中学校長または地域クラブ活動代表者の公印を押した申込一覧表のみを申

込先に郵送する。（個票はなし）

② 必ず①と同じデータをＷＥＢ上で申込を行う。データ上に☆は入力しない。

（①の一覧票を正式な申し込みとして受理する）

※申込で不具合がある場合は、県中体連陸上競技事務局までご連絡下さい。

(4) 参加料 参加選手一人につき１００円とする。各学校・クラブで取りまとめ

て、大会当日の選手受付時に、大会事務局に納入すること。



(5) 補欠起用について

大会参加申込一覧表に記載されている者に限り認める。（但し、リレーを除

く）。

起用する場合は、１０月１７日（火）までに文書（変更届）で届けること。

（事務局宛）

(6) プログラム編成 １０月１７日（火）午後１時００分より県中学校体育部活

動陸上競技運営研究会にて行う。

（7）主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟情報保護

方針に基づき取り扱います。なお、取得した個人情報は大会の資格審査、プ

ログラム編成及び作成、記録発表、その他競技運営および陸上競技に必要な

連絡等に利用します。

７ そ の 他 (1) 出場に違反のあった場合は関係種目は失格とする。

(2) アスリートビブスはすでに割当られた番号を使用し、背と胸に着用する。

規格は縦１６㎝、横２４㎝の白布地に男子は黒字、女子は赤字で記入する。

(例)

1 1 0 0

(3) 福井県中学校体育連盟の「県大会開催における新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドライン」および「中央競技団体の開催ガイドライン」に従い感

染防止策を講じながら実施する。


