
第５０回那須地区中学校春季体育大会陸上競技大会実施要項
１ 主 催 那須地区学校体育連盟

２ 後 援 那須地区市町教育委員会 那須陸上競技協会

３ 期 日 令和４年５月１０日（火） 雨天決行 ※予備日５月１６日（月）
競技開始９時００分

４ 会 場 ＤＩ ＳＴＡＤＩＵＭ（大田原市美原公園陸上競技場）

５ 種 目 ＜男子＞（計20種目＝16+4）
【１年】100m 1500m 走幅跳 【２年】100m 【３年】100m
【共通】200m 400m 800m 1500m 3000m 110mH

4X100mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投（5kg)
【ｵ-ﾌﾟﾝ】四種競技（110mH 砲丸投(4kg) 走高跳 400m）

１年1500m ２年1500m ３年1500m

＜女子＞（計17種目＝13+4）
【１年】100m 800m 走幅跳 【２年】100m 【３年】100m
【共通】200m 800m 1500m 100mH 4X100mR

走高跳 走幅跳 砲丸投(2.721kg)
【ｵ-ﾌﾟﾝ】四種競技（100mH 走高跳 砲丸投(2.721kg) 200m）

１年800m ２年800m ３年800m

６ 方 法 (1) 男女別得点による学校対抗とする。
(2) 得点は、１位８点～８位１点とする。（ｵ-ﾌﾟﾝ種目は得点なし）
(3) 規則は、2022年（財）日本陸上競技連盟競技規則による。

７ 出場制限 (1) 各学校１種目２名以内。１人２種目以内（ただし、リレ－を除く）。
(2) リレ－は、学校１チ－ム。
(3) 各学年とも、学年種目と共通種目の両方に出場できる。
(4) ｵ-ﾌﾟﾝ種目は、正規の種目に出場しない選手で人数制限なし。

ただし、四種競技はその限りではない。

８ 表 彰 (1) 男女別優勝校に、優勝旗・優勝杯を授与する。
(2) 男女別３位までの学校に、賞状を授与する。
(3) 個人３位までに、賞状を授与する。

９ 申し込み (1) ５月６日（金）までに必要事項を入力したデータと一覧表を提出する。
fukuzakiyuhei@hotmail.com
※申し込みデータは以下のHPからダウンロードする。
https://tfnasu.wixsite.com/index

10 代表者会 (1) 期 日 令和４年４月２６日（火） 午後３時３０分～
(2) 場 所 大田原中学校
(3) その他 出場校は、必ず１名の出席をお願いします。

11 安全対策 大会期間中における安全対策及び緊急時の対応については、那須地区学校
体育連盟「危機管理マニュアル及びＥＡＰシート」に則り適切に対応する。
また、新型コロナウイルス感染拡大予防に関しては、那須地区学校体育連盟
主催事業「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に則り、感染予
防対策を講じる。

12 県大会出場 出場権は、個人種目・リレーとも上位３名（３チーム）まで。



第７５回那須地区中学校総合体育大会陸上競技大会実施要項
１ 主 催 那須地区学校体育連盟

２ 後 援 那須地区市町教育委員会 那須陸上競技協会

３ 期 日 令和４年６月２１日（火） 雨天決行 ※予備日６月２３日（木）
総合開会式８時００分 競技開始８時５０分

４ 会 場 ＤＩ ＳＴＡＤＩＵＭ（大田原市美原公園陸上競技場）

５ 種 目 ＜男子＞（計30種目＝28+3）
【１年】100m 1500m 4X100mR 走高跳 走幅跳 砲丸投(4kg)
【２年】100m 200m 1500m 3000m 110mH 4X100mR

走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投(5kg)
【３年】100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 110mH

4X100mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投(5kg)
【ｵ-ﾌﾟﾝ】１年1500m ２年1500m ３年1500m

＜女子＞（計26種目＝24+3）
【１年】100m 800m 4X100mR 走高跳 走幅跳 砲丸投(2.721kg)
【２年】100m 200m 800m 1500m 100mH 4X100mR

走高跳 走幅跳 砲丸投(2.721kg)
【３年】100m 200m 800m 1500m 100mH 4X100mR

走高跳 走幅跳 砲丸投(2.721kg)
【ｵ-ﾌﾟﾝ】１年800m ２年800m ３年800m

１ 方 法 (1) 男女別得点、学年別得点による学校対抗とする。
(2) 得点は、１位８点～８位１点とする。（ｵ-ﾌﾟﾝ種目は得点なし）
(3) 規則は、2022年（財）日本陸上競技連盟競技規則による。

２ 出場制限 (1) 各学校１種目２名以内。１人２種目以内（ただし、リレ－を除く）。
(2) リレ－は、学校１チ－ム。
(3) 各学年とも、学年種目のみ出場できる。
(4) ｵ-ﾌﾟﾝ種目は、正規の種目に出場しない選手で人数制限なし。

３ 表 彰 (1) 男女別総合優勝校に優勝旗を授与する。
(2) 男女別総合２位までと、学年別男女優勝校に優勝杯を授与する。
(3) 男女別総合の３位までと、学年男女別優勝校に賞状を授与する。
(4) 個人３位までに賞状を授与する。

９ 申し込み (1) ６月１０日（金）までに必要事項を入力したデータと一覧表を提出する。
fukuzakiyuhei@hotmail.com
※申し込みデータは以下のHPからダウンロードする。
https://tfnasu.wixsite.com/index

(2) 代表者会議時に、校長職印が押印された申込一覧表を提出する。

10 代表者会 (1) 期 日 令和４年６月１６日（木） 午後３時３０分～
(2) 場 所 大田原中学校
(3) その他 出場校は、必ず１名の出席をお願いします。

一覧表(職印押印)を持参してください。

11 安全対策 大会期間中における安全対策及び緊急時の対応については、那須地区学校
体育連盟「危機管理マニュアル及びＥＡＰシート」に則り適切に対応する。
また、新型コロナウイルス感染拡大予防に関しては、那須地区学校体育連盟
主催事業「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に則り、感染予
防対策を講じる。

12 県大会出場 出場権は、個人種目が上位３名までと、リレ－は地区２チ－ムまで。
＊ただし、県大会の四種競技には「那須地区春季陸上大会(5/10)」で
上位１名、及び以下の得点を突破した者のみ出場できる。
【男子】１７５０点以上 【女子】１７５０点以上



第５０回那須地区中学校新人陸上競技大会実施要項
１ 主 催 那須地区学校体育連盟

２ 後 援 那須地区市町教育委員会 那須陸上競技協会

３ 期 日 令和４年９月１３日（火） 雨天決行 ※予備日９月１５日（木）
競技開始９時００分

４ 会 場 ＤＩ ＳＴＡＤＩＵＭ（大田原市美原公園陸上競技場）

５ 種 目 ＜男子＞（計23種目＝19+3）
【１年】100m 200m 1500m 110mH

走高跳 走幅跳 砲丸投(4kg)
【２年】100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 110mH

走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投(5kg)
【共通】4X100mR
【ｵ-ﾌﾟﾝ】１年1500m ２年1500m

四種競技（110mH 砲丸投(4kg) 走高跳 400m）
＜女子＞（計19種目＝16+3）
【１年】100m 800m 1500m 100mH

走高跳 走幅跳 砲丸投(2.721kg)
【２年】100m 200m 800m 1500m 100mH

走高跳 走幅跳 砲丸投(2.721kg)
【共通】4X100mR
【ｵ-ﾌﾟﾝ】１年800m ２年800m

四種競技（100mH 走高跳 砲丸投(2.721kg) 200m）

６ 方 法 (1) 男女別得点、学年別得点による学校対抗とする。
(2) 得点は、１位８点～８位１点とする。（ｵ-ﾌﾟﾝ種目は得点なし）
(3) 規則は、2022年（財）日本陸上競技連盟競技規則による。

７ 出場制限 (1) 各学校１種目２名以内。１人２種目以内（ただし、リレ－を除く）。
(2) リレ－は、学校１チ－ム。
(3) 各学年とも、学年種目のみ出場できる。
(4) ｵ-ﾌﾟﾝ種目は、正規の種目に出場しない選手で人数制限なし。

８ 表 彰 (1) 男女別優勝校に優勝旗・優勝盾を授与する。
(2) 男女別３位までの学校に、賞状を授与する。
(3) 個人３位までに、賞状を授与する。

９ 申し込み (1) 9月2日(金)までに必要事項を入力したデータと一覧表を提出する。
fukuzakiyuhei@hotmail.com
※申し込みデータは以下のHPからダウンロードする。
https://tfnasu.wixsite.com/index

(2) 代表者会議時に、校長職印が押印された申込一覧表を提出する。

10 代表者会 (1) 期 日 令和４年９月６日（火） 午後３時３０分～
(2) 場 所 大田原中学校
(3) その他 出場校は、必ず１名の出席をお願いします。

一覧表(職印押印)を持参してください。

11 安全対策 大会期間中における安全対策及び緊急時の対応については、那須地区学校
体育連盟「危機管理マニュアル及びＥＡＰシート」に則り適切に対応する。
また、新型コロナウイルス感染拡大予防に関しては、那須地区学校体育連盟
主催事業「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に則り、感染予
防対策を講じる。

12 県大会出場 出場権は，個人種目が上位２名までと、リレ－は地区３チ－ムまで。
＊ただし、四種競技は上位１名と以下の得点を突破した者のみ出場できる。
【男子】１６００点以上 【女子】１６００点以上


