
 

 

                                  ２０２１年 ５月 １日 

所属長 様 

                                                      一般財団法人 愛媛陸上競技協会 

                                                      会長 濱﨑 栄則   公印略 

 

第７６回 愛媛陸上競技選手権大会予選会 兼 国体選考対象大会の開催について 

（訂正版） 

 

  標記競技会を下記の要項により開催いたしますので、貴所属選手の参加につきまして御高配下さいますよう

お願い申し上げます。 

なお、新型コロナウイルス感染症予防についての下記注意事項を御確認いただき、御理解と御協力をお願

いいたします。 

※今後の新型コロナウイルス感染状況や社会情勢などにより、大会を中止または再延期、内容変

更をする場合があります。予め御了承ください。 

※大会参加に当たっては、日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開のガイダンス」及び愛媛陸協が

提示する「参加者、観戦者へのお願い」(後日、愛媛陸協 HP 等に掲載)を遵守し、各チームの

監督等の指導の下、十分な感染予防策を講じての御参加をお願いいたします。 

※参加資格について改訂していますので、確認お願いします。 

 

第７６回 愛媛陸上競技選手権大会予選会 兼 国体選考対象大会 要項 

  １ 主  催  一般財団法人 愛媛陸上競技協会 

 ２ 主  管  一般財団法人 愛媛陸上競技協会 

  ３ 期  日   ２０２１年 ５月１５日（土）    １０：００ 競技開始 

１６日（日）      ９：００ 競技開始 

 ４  場  所   愛媛県総合運動公園陸上競技場 

 

  ５ 

 競技種目  男子 １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ５０００ｍ  

１００００ｍ １１０ｍＨ（1.067m/9.14m）４００ｍＨ ３０００ｍＳＣ  

５０００ｍＷ ４×１００ｍＲ ４×４００ｍＲ  

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投(7.260kg) 円盤投(2.000kg)  

ハンマー投(7.260kg) やり投 

（国体種目）成年３００ｍ 少年Ａ３００ｍ 少年Ａ３００ｍH 

少年Ａハンマー投(6.000kg) 少年Ｂ３０００ｍ 

少年共通１１０ｍJrＨ(0.991m ／9.14m) 

少年Ｂ砲丸投(5.000kg) 少年共通円盤投(1.750kg) 

            女子  １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ５０００ｍ  

１００ｍＨ(0.840m/8.50m) ４００ｍＨ ３０００ｍＳＣ ５０００ｍＷ 

４×１００ｍＲ ４×４００ｍＲ  

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投(4.000kg) 円盤投(1.000kg)  

ハンマー投(4.000kg) やり投 

（国体種目）成年３００ｍ 少年Ａ３００ｍ 少年Ａ３００ｍH  

少年Ａ３０００ｍ 少年Ｂ１００ｍYＨ(0.762m ／8.5m)  

    少年共通３０００ｍＷ 

        ※１：男女４×１００ｍＲ、男女４×４００ｍＲについては、タイムレース決勝とする。 

※２：男女成年３００ｍ、男女少年Ａ３００ｍ については、成年・少年Ａを同一レース

で行います。 

※３：女子少年共通砲丸投にエントリー希望選手は、女子砲丸投にエントリーすること。 



 

 

６ 競技日程 

１日目   男子 ２００ｍ ８００ｍ ５０００ｍ ４００ｍＨ ５０００ｍＷ 

             ４×１００ｍＲ 棒高跳 走幅跳  円盤投 ハンマー投 

（国体種目）少年Ａ３００ｍＨ 少年Ａハンマー投 少年Ｂ３０００ｍ  

少年共通円盤投 

              女子  ２００ｍ ８００ｍ ５０００ｍ ４００ｍＨ ５０００ｍＷ 

                   ４×１００ｍＲ 走高跳 走幅跳 円盤投 ハンマー投 

            （国体種目）少年Ａ３００ｍＨ 少年Ａ３０００ｍ 少年共通３０００ｍＷ 

 

     ２日目     男子 １００ｍ ４００ｍ １５００ｍ １００００ｍ １１０ｍＨ  

３０００ｍＳＣ ４×４００ｍＲ 走高跳 三段跳 砲丸投  やり投 

    （国体種目）成年３００ｍ 少年Ａ３００ｍ 少年Ｂ砲丸投  

少年共通１１０ｍJrＨ 

 女子 １００ｍ ４００ｍ １５００ｍ ３０００ｍＳＣ １００ｍＨ 

 ４×４００ｍＲ  棒高跳 三段跳 砲丸投 やり投 

（国体種目）成年３００ｍ 少年Ａ３００ｍ 少年Ｂ１００ｍYＨ 

※男女３００ｍは男女４００ｍの前に・男女３００ｍＨは男女４００ｍＨ前に 

それぞれ予選・決勝を行う。 

７ 参加資格 （１）2021 年度愛媛陸上競技協会登録競技者であること。 

※なお、県内在住選手で、県外へ行った場合は、愛媛陸協 HP より、JAAF「体調

チェック表（大会前：提出用）」をダウンロードし、大会１週間前から大会当日ま

で記入し、必ず大会受付に提出すること。提出がない場合は、参加を認めない。 

（２）愛媛陸上競技協会登録競技者で、他都道府県に在住している選手及び、他県登録者

については、愛媛陸協 HP より、JAAF「体調チェック表（大会前：提出用）」をダ

ウンロードし、大会１週間前から大会当日まで記入し、必ず大会受付に提出するこ

と。 

※提出がない場合は、参加を認めない。 

（３）愛媛陸上競技協会が特別に認めた者。 

（４）国体種目について（年齢制限） 

          ア）成年の部に参加する競技者は、2003 年 4 月 1 日以前に生まれた者とする。 

          イ）少年 A…2003 年 4 月 2日～2005 年 4月 1 日までに生まれた者とする。 

ウ）少年 B…2005年 4月 2 日以降に生まれた者とする。 

（※ただし、中学生は３年生のみ参加できる。） 

（５）今後の新型コロナウイルスの状況により参加を受け付けない場合がある。 

 ８ 競技規則  ２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則による。 

          走高跳は、男子（１ｍ５０）・女子（１ｍ２５）、棒高跳は男子（３ｍ００）・ 

女子（２ｍ００）を最初の高さとする。 

 ９ 参加制限 （１）１人２種目以内（ただし、リレーは除く） 

                （２）リレーは１団体１チーム 

10 参 加 料  （１） プログラム代 １部 ３００円  

※プログラムは １所属につき １部 必ず購入すること。 

         （複数必要な場合は、必ず申込データに必要部数を入力してください。） 

（２）１人１種目  一般１，２００円 高校生１，０００円 中学生 ８００円 

            ※ただし、国体少年種目（A・B・共通）については１，０００円 

                （３）リレー   ２，０００円 

（４）参加料については、当日大会受付（南エントランス）にて納入して下さい。 

（※郵便振替は不可） 

 11 申込方法  （１）申込締切日    

① 申込データ ２０２１年 ５月１０日（月） １３時まで 

  ※申込データの送信がない場合は、受付ません。 

② 申込一覧表       ５月１２日（水） 必着 

 



 

 

                （２）申込先       〒７９１－８６０４  松山市山西町６６３     

                                    新田高校      大塚 泰史    宛 

                                 TEL ０８９－９５１－０１８８ 

メール送信先 otsuka.yasu.8133@gmail.com 

（３）必要書類    申込一覧表 

愛媛陸上競技協会のホームページ http://ehime-rikujyo.jp 

の「愛媛陸上競技選手権大会 予選会 兼 国体選考対象大会」

からダウンロードしていただき、メール申込みにおける注意事項

により作成してください。 

（４）申込要領  ア）上記アドレスにメールにて申込み下さい。 

                              ※申込データの送信がない場合は、申込を受け付けません。 

                  イ）正式な申込み一覧表（所属長印あり）を、申込締切日までに 

申込場所まで郵送して下さい。 

 

  13 そ の 他  （１）本大会で８位までに入賞した選手は、愛媛選手権への出場権を与える。 

（２）規格外シューズを着用して競技会に参加することができません。 

※詳しくは、愛媛陸協ＨＰ ＴＯＰページの「レースで使用するシューズのルール改

定について（2020 年 8 月 19 日更新）」 【添付資料④】（靴底の厚さ）を確認して

ください。 

（３）競技で使用するスパイク及びシューズについて招集所にて点検します。 

ご協力お願いします。 

（４）競技中に生ずる応急処置は、主催者側の負担とするが以後の責任は負わない。           

                （５）本大会は、国民体育大会県代表選手の選考対象となる競技会である。 

選考の基準は「第７６回国民体育大会陸上競技愛媛県選手の選考について」及び 

「国民体育大会愛媛県代表選手選考基準」のページで確認すること。 

                （６）競技時間は、下記ホームページで確認できます。 

                                http://ehime-rikujyo.jp  

（７）本協会は競技会に参加するすべての方々（競技者・チーム関係者・競技運営関係

者等）の新型コロナウイルス感染に対するいかなる責任も負いません。 

 

広告規定について 

本大会は、競技者の衣類及び競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込める物品の商標の大きさは、

日本陸連広告規定を適用する。 

 

個人情報の取り扱いについて 

 主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づき取り扱い

ます。尚、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、その他競技運営及び

陸上競技に必要な連絡等に利用します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

愛 媛 選 手 権 参 加 標 準 記 録 

             男      子              女     子 

    種  目    記   録    種  目    記   録 

１００ｍ １１”５０ １００ｍ １３”５０ 

２００ｍ ２３”５０ ２００ｍ ２７”５０ 

４００ｍ ５２”５０ ４００ｍ １’０４”５０ 

８００ｍ ２’０４”００ ８００ｍ ２’２８”００ 

１５００ｍ ４’２０”００ １５００ｍ ５’１５”００ 

５０００ｍ １５’４５”００ 
５０００ｍ 

（３０００ｍ） 

１８’４５”００ 

（１０’４５”００） 
１００００ｍ 

（５０００ｍ） 

３６’００”００ 

（１６’００”００） 

１１０ｍＨ １７”５０ １００ｍＨ １８”００ 

４００ｍＨ 
１’０１”５０ ４００ｍＨ 

（４００ｍ） 

１’１５”００ 

（１‘０６”００） 

３０００ｍＳＣ １０’２５”００ ３０００ｍＳＣ 基準を設けない 

５０００ｍＷ ２５’００”００ ５０００ｍＷ ３０’００”００ 

４×１００ｍＲ ４５”００ ４×１００ｍＲ ５４”００ 

４×４００ｍＲ ３’３５”００ ４×４００ｍＲ 基準を設けない 

走高跳 １ｍ７０ 走高跳 １ｍ４５ 

棒高跳 ３ｍ４０ 棒高跳 基準を設けない 

走幅跳 ６ｍ２０ 走幅跳 ４ｍ８０ 

三段跳 １２ｍ７０ 三段跳 ９ｍ５０ 

砲丸投 
９ｍ５０ 

（１１ｍ５０） 
砲丸投 ９ｍ００ 

円盤投 
２７ｍ００ 

（２８ｍ００） 
円盤投 ２６ｍ００ 

ハンマー投 
３０ｍ００ 

（３５ｍ００） 
ハンマー投 ２３ｍ００ 

やり投 ４８ｍ００ やり投 ３０ｍ００ 

      男子１００００ｍ の（  ）・・・５０００ｍの記録 

      女子 ５０００ｍ の（  ）・・・３０００ｍの記録 

      女子  ４００ｍＨの（  ）・・・ ４００ｍの記録 

      男子 投てき種目 の（  ）・・・ジュニア用の記録 


