
 陸 上 競 技 実 施 要 項 

 

第65回山形県陸上競技選手権大会 ・ 第67回国民体育大会陸上競技山形県予選会 

（兼）第43回東北陸上競技選手権大会山形県予選会 

 

１．主    催    一般財団法人山形陸上競技協会、山形県教育委員会、公益財団法人山形県体育協会 

山形県高等学校体育連盟 

２．主    管    一般財団法人山形陸上競技協会 

３．期    日    平成２４年７月６日（金）～８日（日） 

４．場    所    ＮＤソフトスタジアム山形（天童市山王１－１  TEL 023－655－5900） 

５．種    目 

     Ａ．選手権大会 

              (1)男子（21種目） 

                 １００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，８００ｍ，１５００ｍ，５０００ｍ，１００００ｍ， 

                 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 

              (2)女子（19種目） 

                 １００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，８００ｍ，１５００ｍ，５０００ｍ，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－投，やり投， 

     Ｂ．国体県予選会 

                  成年男子(11種目） 100m,400m,800m,110mH,400mH,3000mSC,10000mW(5000Wで予選会実施) 

                   走高跳,走幅跳,ﾊﾝﾏ-投, やり投 

                  成年女子(10種目）  100m,400m,800m,5000m,400mH,10000mW(5000Wで予選会実施) 

                   走高跳,棒高跳,三段跳,ﾊﾝﾏ-投 

少年男子A (8種目) 100m,400m,5000m,110mH,走幅跳,三段跳,砲丸投,やり投 

少年男子共通 (5種目) 800m,5000mW,走高跳,棒高跳,円盤投 

少年女子A (6種目) 100m,400m,3000m,100mH,10000mW(5000Wで予選会実施),走高跳 

走幅跳, ﾊﾝﾏｰ投 

少年女子共通 (4種目) 800m,棒高跳,砲丸投,やり投 

＊少年女子Ａの10000mW・走高跳は、本来成年女子種目であるが、少年女子Ａか

らもエントリーできるので国体種目として記載した。 

 

６．競技の方法    県選手権大会は国体県予選会を兼ねる。 

                  国体種目の成年の部と少年男子A,少年女子A,少年男子共通,少年女子共通は、県選手権を

国体予選と兼ねて実施する。 

７．参加資格    Ａ．選手権大会 

平成24年度山形陸上競技協会の登録者で次の(1)～(4)のいずれかに該当すること。 

 (1)平成23年度第64回山形県陸上競技選手権保持者。（但し、その種目に限る。） 

(2)平成23年度山形県陸上競技公認記録集「一般の部」で10傑に入っている者。 

(3)平成23年4月2日から平成24年6月25日までの間に、本大会の参加標準記録を突破してい

る者。（公認記録） 

(4)山形陸上競技協会強化部が特に推薦する強化競技者(高校生以上)。 

(5)個人申込書に参加資格の記録、日付、競技会名を必ず記入すること。 

Ｂ．国体県予選会 

                  選手権大会の(1)～(4)のほか、 国体に関する次の条件を満たしていること。 



                 (1)参加資格・所属都道府県 

                    総則５－(1)(2)に定めるもののほか、次による。 

日本国籍を有しない者については、学校教育法第１条に定める学校に在籍する生徒に限

り、少年の種別に各都道府県、男女各１名以内で参加することができる。 

                 (2)選手の年齢基準 

                    成年の部に参加する競技者は、平成６年４月１日以前に生まれた者とする。 

少年Ａの部に参加する競技者は、平成６年４月２日以降平成８年４月１日までに生まれ

た者とする。 

 

８．出場制限    国体種目については１人２種目までとする。県選手権は参加資格があれば制限しない。 

９．競技規則    2012年度日本陸上競技連盟競技規則による。 

10．参 加 料    (1)一般（成年）１人 １，５００円、 高校生１人 １，０００円、 

リレーは１チーム １，５００円とする。 

                (2)平成23年度 第64回山形県陸上競技選手権保持者が、当該種目に参加する場合の参加料は

一般（成年）５００円、高校生は無料とする。ただし、当該種目以外にも出場する場合

は一般１，５００円、高校生は１，０００円とする。 

(3)中学校・高校は、監督も参加料(１，０００円)を要する。 

                (4)参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

 

11．申込方法    (1)一般・高校生とも、１人１種目ごとに本大会個人申込書(A4ｻｲズの1/4) に、リレ－は１チ－

ム毎にリレ－申込書(A4ｻｲズの1/2=A5)に必要事項を明記し、所属団体・学校は参加申込一覧

表(健康証明書･出場認知書)を２部作成し、納入書を添えて下記申込先に郵送すること。 

参加料は、下記振込先の口座に振り込むこと。 

＊実施要項及び申込書様式は、山形陸上競技協会ホームページ上に掲載する。 

(2)申込先  

〒994-0103 天童市大字川原子１４４５番地の２  

一般財団法人 山形陸上競技協会事務局  (TEL023-657-3070 FAX050-7561-0534) 

(3)振込先 

山形銀行 天童支店 普通 ３０６６９３２ 

一般財団法人山形陸上競技協会 競技会事業  

＊参加料納入書の送金責任者の名前で振込むこと。 

(4)申込み(振込み)締切日   平成２４年６月２７日(水)午後6時 必着を厳守のこと。 

 

    ※注 意  ①申込みは登録先からしかできない。（陸協・所属団体・学校毎に申込むこと。） 

なお、大学生の申込みは大学毎とし、卒業した高校ＯＢとしての申込みは認めない。 

 ②リレーの混成チーム（異なった所属の競技者による編成）の参加は認めない。 

 ③個人申込書・リレー申込書は指定のサイズにコピ－して使用すること。 

 ④参加申込一覧表は１人の申込みの場合でも必ず提出すること。 

 ⑤個人申込書の参加資格の記録または最高記録は正確に記入すること。 

参加資格が判断できない申込み（記録の不記載やうその記載）は参加を認めない。 

また、申込書に不備がある場合などは参加を認めないこともある。 

⑥山形県外の企業及び大学に在籍している選手は、申し込み時に全員必ずふるさと登録用

紙に必要事項を記入して提出しなければならない。 
⑦当該大会のプログラム編成時に申込書の記載内容を確認することがあるので、記載責任

者は、６月３０日(土)・７月１日(日)９：００～１８：００の時間帯に参加申込書記載の

電話番号に連絡がとれるようにすること。 
 
  

12．表  彰    各種目の優勝者には選手権章と賞状、２・３位には賞状を授与する。 

                国体予選会の優勝者にはメダルと賞状、２・３位には賞状を授与する。 



13．国体選手の選考 

                (1)山形陸協［代表選手及び役員等選考規程［規程第9号］に則って選出する。 

                (2)成年男女の10000mWの選手は、5000mWの出場者の中から、記録会その他の成績を参考にし

て、強化委員会で推薦する。 

                (3)本大会に申込みのない競技者は選考対象にならない。 

        (4)国体種目の優勝者は、候補選手とし、個票（個人情報）の提出及び、ユニフォーム・ジャ

ージの試着を行うものとする。 

14．東北選手権の参加資格及び申込 

                (1)各種目3名(上位2名、山形陸協推薦1名)、リレー上位3チームを資格取得とする。但し、上

位者が辞退した場合は、順次資格取得者を繰り上げる。 

(2)申込みは、各日最終種目終了後、30分以内に手続きを行うこと。ただし、高校生は、前段

の時間まで各個人で個票申込みをするとともに、各高校顧問が、一覧表と参加料をまとめ

て大会期間中に山形陸協事務局に申込みを行うこと。宿泊申込みも同様とする。 

(3)参加料及び旅費は、自己負担とする。 

15．宿泊について 

(1)宿泊を希望する場合は、別紙宿泊申込書を３部作成し、参加申し込みと同時に申し込む

こと。 

県実行行委員会事務局を通さない宿泊申込みは、下記の宿泊料金の対象とならない。 

                (2)宿泊料（消費税込） 

中学生選手              １泊２食（浴衣なし）    ５，９８５円 

高校生選手              １泊２食（浴衣なし）    ５，９８５円 

中・高校生監督（引率者）１泊２食（浴衣あり）    ６，６１５円 

一般・大学生            １泊２食（浴衣あり）    ７，１４０円 

競技役員                １泊２食（浴衣あり）    ７，１４０円 

大会役員                １泊２食（浴衣あり）    ７，９８０円 

(3)宿泊予納金 

一般・大学生・役員   １人 ２，０００円 

ただし、中・高校生及び中・高校生の監督（引率者）は必要としない。 

(4)昼食は、弁当を６３０円（消費税込）で斡旋する。 

(5)宿泊予約を取り消す場合の宿泊取り消し料は次のとおりとする。 

①宿泊申込日より宿泊予定前日までに取り消しを申し出た場合、取消料は徴収しない。 

②宿泊予定当日の午後３時までに取り消しを申し出た場合、１名につき２，１００円の

取消料を徴収する。 

③宿泊予定当日の午後３時すぎに取り消しを申し出た場合、１名につき宿泊料金全額を

取消料として徴収する。 

(6)監督（引率者）以外の付添者等の宿泊料金は大会役員料金とする。 

また、部屋割りについて別待遇を希望する場合、または定員を満たさない場合は別料金

とする場合がある。 

16．その他      (1)山形陸上競技協会功労賞の表彰式は、７月８日（日）12時より行う。 

(2)所属団体・学校の代表者会議を７月６日（金）10時00分より陸上競技場会議室で行う。 

(3)競技日程及びスタートリストは、山形陸上競技協会ホームページ上に掲載する。 

(4)競技者は、健康診断を受け、健康であることを証明された者であること。 

(6)本大会出場選手に対する傷害保険への加入はしておりませんので、必ず各自で加入する

こと。 

(7)健康保険証を必ず持参すること。競技中の傷害についての応急処置は大会本部で行うが、

その後については個人の責任で対応すること。 

(8)会場でのゴミの分別収集にご協力下さい。（持ち帰りを原則とする。） 

(9)参加選手は、全員、プログラムを購入することになります。代金（1冊 600円×選手の人

数）は参加料と一緒に振り込んでください。  （プログラムは、代表者会議の受付時に

渡します。） 

競技役員を兼ねている一般（成年）の選手は除きますので、該当する一般（成年）の選手

は、申込一覧表の№を○で囲んでください。 



(10)個人情報の取り扱いについては、本協会「団体及び会員の登録に関する規程（規程第1

号、平成24年2月4日）」第10条による。 

17．競技日程(予定)  別紙(案)参照 

18．参加標準記録 

               ※ 手動記録の場合、200m(H)までは0.24秒、400m(H）は0.14秒を自己の記録に加えること 
 

《男  子》 標準記録 備  考 《女    子》 標準記録 備  考 

     １００ｍ 

      ２００ｍ 

      ４００ｍ 

      ８００ｍ 

    １５００ｍ 

    ５０００ｍ 

  １００００ｍ 

    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－投 

    や  り  投 

     11″30 

     23″20 

     52″00 

   2′02″00 

    4′10″00 

   15′15″00 

   32′00″00 

      17″20 

      59″30 

   10′00″00 

   26′00″00 

      43″60 

    3′25″00 

   １ｍ８０ 

   ３ｍ６０ 

   ６ｍ４０ 

 １２ｍ６０ 

 １０ｍ５０ 

 ３３ｍ００ 

 ３３ｍ００ 

 ４８ｍ００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5000m 15′25″00) 

 

 

 

 

 

 

 

（高校用  12m00） 

（高校用  30m00） 

（高校用  35m00） 

      １００ｍ 

      ２００ｍ 

      ４００ｍ 

      ８００ｍ 

    １５００ｍ 

    ５０００ｍ 

 

    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－投 

    や  り  投 

      13″10 

      27″40 

      63″00 

    2′24″00 

    4′50″00 

   18′30″00 

 

      17”30 

      70”30 

 

   29′00″00 

      51″30 

    4′10″00 

   １ｍ５０ 

   ２ｍ５０ 

   ４ｍ８０ 

   ９ｍ００ 

   ９ｍ３０ 

 ２６ｍ００ 

 ２０ｍ００ 

 ３１ｍ００ 

 

 

 

 

 

(3000m 10′40″00) 

 

 

 

 

(3000mW 18′00″00) 

 

 



陸 上 競 技 実 施 要 項 

 

第第第第66667777回国民体育大会陸上競技山形県予選会回国民体育大会陸上競技山形県予選会回国民体育大会陸上競技山形県予選会回国民体育大会陸上競技山形県予選会（（（（少年少年少年少年ＢＢＢＢのののの部部部部）））） 

 

 

１．主    催    一般財団法人山形陸上競技協会、山形県教育委員会、公益財団法人山形県体育協会 

山形県高等学校体育連盟 

２．主    管    一般財団法人山形陸上競技協会 

３．期    日    平成２４年７月６日（金） 

４．場    所    ＮＤソフトスタジアム山形（天童市山王１－１  TEL 023－655－5900） 

５．種    目  男子 

少年男子Ｂ  （５種目） 200m,3000m,110mH,走幅跳,砲丸投 

女子 

少年女子Ｂ  （４種目） 200m,1500m,100mH, 走幅跳 

６．参加資格   (1)参加資格・所属都道府県 

総則５－(1)(2)に定めるもののほか、次による。 

日本国籍を有しない者については、学校教育法第１条に定める学校に在籍する生徒に限り、

少年の種別に各都道府県、男女各１名以内で参加することができる。 

(2)選手の年齢基準 

少年Ｂの部に参加する競技者は、平成８年４月２日以降に生まれた者とする。 

（ただし、中学生は、３年生のみ参加できる。） 

７．出場制限    (1)１人の出場種目は２種目までとする。 

                (2)少年Ｂの部へ出場は、県高体連が定める標準記録（少年Ｂ）を突破した者（公認記録）

とそれにプラスして、各地区県高体連から推薦を受けた者とする。 

(3)各地区県高体連からの推薦人数は下記の通りである。 

                   ○地区別推薦人数 

                                      （男 子）                        （女 子） 

                       村 山  トラック12名 フィールド３名      トラック12名 フィールド３名 

                       置 賜          ７名            ３名              ７名            ３名 

                       最 北          ４名            ３名              ４名            ３名 

                       田 川          ４名            ３名              ４名            ３名 

                       飽 海          ５名            ３名              ５名            ３名 

                                          

                        

８．競技規則    2012 年度日本陸上競技連盟競技規則によるもののほか次による。 

                (1)少年男子Ｂ110ｍＨのハ－ドルの高さは0.991m、ハードル間は9.14mとする。 

                (2)少年女子Ｂ100ｍＨのハ－ドルの高さは0.762m、ハードル間は8.50mとする。 

                (3)少年男子Ｂ砲丸投の砲丸の重さは、５.０kgとする。 

                 

９．表  彰    各種目の優勝者にはメダルと賞状、２・３位には賞状を授与する。 

 

10．国体選手の選考 

                山形陸協［代表選手及び役員等選考規程［規程第9号］に則って選出する。 

                本大会に申込みのない競技者は選考対象にならない。（中学生は除く） 

 

11．参 加 料    (1)１人 １，０００円 

                (2)参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

 



12．申込方法    (1)申込み書類 

          ①個人申込書は高体連の様式を使用し、各地区高体連から推薦を受けたことを証明する

地区理事の捺印の上、学校ごと送付すること。 

          ②少年Ｂ標準記録突破資格で出場する者は、地区理事の捺印の必要はないが記録･日付・

場所を必ず明記すること。 

 ③各学校は、参加申込一覧表を２部作成し、個人申込書・納入書を添えて、郵送するこ

と。参加料は、指定の口座に振り込むこと。 

          ④参加申込一覧表･納入書は県選手権のものに１つにまとめて記入すること。 

                  ⑤申込方法に不備がある場合は参加を認めないこともある。 

                       個人申込書の参加資格の記録または最高記録は正確に記入すること。 

                       参加資格が判断できない申込み（記録の不記載やうその記載）は参加を認めない。 

 (2)申込み締切日    平成２４年６月２７日（水）午後6時  必着を厳守のこと。 

 

13．宿泊について 

          (1) 宿泊を希望する場合は、別紙宿泊申込書を３部作成し、参加申し込みと同時に申し込 

         むこと。 

              県実行委員会事務局を通さない宿泊申込みは、下記の宿泊料金の対象とならない。 

                (2) 宿泊料（消費税込） 

                      中学生選手              １泊２食（浴衣なし）    ５，９８５円 

                      高校生選手              １泊２食（浴衣なし）    ５，９８５円 

                      中・高校生監督（引率者）１泊２食（浴衣あり）    ６，６１５円 

                      一般・大学生            １泊２食（浴衣あり）    ７，１４０円 

                      競技役員                １泊２食（浴衣あり）    ７，１４０円 

                      大会役員                １泊２食（浴衣あり）    ７，９８０円 

                (3) 宿泊予納金 

                      一般・大学生・役員   １人 ２，０００円 

                      但し、中・高校生及び中・高校生の監督（引率者）は必要としない。 

                (4) 昼食は、弁当を６３０円（消費税込）で斡旋する。 

                (5) 宿泊予約を取り消す場合の宿泊取り消し料は次の通りとする。 

                    ①宿泊申込日より宿泊予定前日までに取り消しを申し出た場合 

                        取消料は徴収しない。 

                    ②宿泊予定当日の午後３時までに取り消しを申し出た場合 

                        １名につき２，１００円の取消料を徴収する。 

                    ③宿泊予定当日の午後３時すぎに取り消しを申し出た場合 

                        １名につき宿泊料金全額を取消料として徴収する。 

                (6) 監督（引率者）以外の付添者等の宿泊料金は大会役員料金とする。 

                    また、部屋割りについて別待遇を希望する場合、または定員を満たさない場合は別料  

                   金とする場合がある。 

 

 

 

 

14．その他      (1)所属団体・学校の代表者会議を7月6日（金）10時00分より陸上競技場会議室で行う。 

                (2)競技者は、健康診断を受け、健康であることを証明された者であること。 

                (3)健康保険証を必ず持参すること。競技中の傷害についての応急処置は大会本部で行う   

                  が、その後については個人の責任で対応すること。 

                (4)特別な理由で棄権する場合は、あらかじめ文書で届け出ること（棄権届）。 

            (5)会場でのゴミの分別収集にご協力下さい。（持ち帰りを原則とする） 

(6)参加選手は、全員、プログラムを購入することになります。代金（1冊 600円×選手の人



数）は参加料と一緒に振り込んでください。  （プログラムは、代表者会議の受付時に渡

します。） 

 

15.競技日程   別紙のとおり(予定) 

 

16．参加標準記録（少年Ｂ） 

男 子 標準記録 女 子 標準記録 

２００ｍ 

３０００ｍ 

１１０ｍＨ 

 

 

走幅跳 

砲丸投 

 

２３″５０ 

９′２０″００ 

中学規格１６″５０ 

国体規格１７″００ 

高校規格１７″５０ 

５ｍ６０ 

中学規格１０ｍ５０ 

高校規格１０ｍ００ 

２００ｍ 

１５００ｍ 

１００ｍＨ 

 

 

走幅跳 

 

 

２６″５０ 

４′５５″００ 

中学規格１６″５０ 

国体規格１７″００ 

高校規格１７″５０ 

 ４ｍ７０ 
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