
主　　催 日本陸上競技連盟 　 日本中学校体育連盟

後　　援 ＮＨＫ

主　　管 徳島陸上競技協会    徳島県中学校体育連盟

日　　時 2021年7月10日(土)・17日(土)　　両日10時00分　競技開始

会　　場 鳴門総合運動公園　第２陸上競技場

種　　目 男子種目(19種目)

　100m(1･2･3年)･200m･400m･800m･1500m(1･2･3年)･3000m･110mH･4×100mﾘﾚｰ

　走高跳･棒高跳･走幅跳･砲丸投（5.000Kg）

　4種競技〔110mH，砲丸投(4.000Kg)，走高跳，400m〕

三段跳

女子種目(14種目)

　100m(1･2･3年)･200m･800m･1500m(1･2･3年)･100mH･4×100mﾘﾚｰ

　走高跳･走幅跳･砲丸投(2.721Kg)

　4種競技〔100mH，走高跳，砲丸投(2.721Kg)，200m〕

※ 男女100m・1500mは学年別で行う。

※ 男子1年生で砲丸投(5.000Kg)に参加することもできる。

競技規則 2021年度日本陸上競技連盟競技規則および競技注意事項により行う。

参加資格 (1) 徳島県中学校体育連盟に加盟する中学校の生徒であること。

　　2021年度日本陸上競技連盟登録競技者であること。

(2) 健康診断に於いて異常なしと判断され，日常の活動状況から本大会への出場に差し支えなしと

　　判断し，保護者が承諾した者。

(3) 日本陸上競技連盟及び徳島陸上競技協会が指定する新型コロナウイルスについてのガイダンス

　　に沿って，事前健康チェックをし，大会当日持参し，提出した者。

参加制限 ア，1人2種目までとする。（ただしリレーを除く。）

イ，リレーは男女共1校1チームとする。

ウ，学年別種目は，該当学年の者しか出場できない。

　　ただし，砲丸投で1年生が5.000Kgに出場することはできる。

参 加 料 1種目につき700円，リレー1チーム1,200円

申込締切 必着

編成会議 徳島市陸上競技場（ワークスタッフ陸上競技場）会議室

申込方法 (1) 様式Ａ（エクセル形式）を徳島陸協ホームページよりダウンロードする。

(2) 申込締め切り日までにメールで入力済み一覧表を添付し，下記まで送る。

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　:　need4129@yahoo.co.jp

(3) 編成会議までに様式Aの印刷したものを各郡市陸上競技専門部長まで送付する。

　　大会参加費は，次の銀行口座に2021年6月30日(水)までに振込むこと。また振込手数料は，

　　各校ご負担ください。

　金 融 名：阿波銀行　鳴門東支店　　口座番号：普通　１１３４６２０

　フリガナ：ﾄｸｼﾏｹﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｾﾝﾓﾝﾌﾞ　ﾀﾀﾞﾄｼﾕｷ

　口 座 名：徳島県中学校体育連盟陸上競技専門部　多田利行

　※振込人は個人名でなく，必ず振込人の先頭に学校名を入れてください。

(4) 未登録者は，大会申込締切日までにウェブサイト（日本陸上競技連盟Web登録）を利用して

　登録をする。大会当日に登録申込書を印刷し押印したものを１部，登録料と一緒に提出する。

表　　彰 各種目の8位まで(リレーは3位まで)に賞状を授与する。

四国大会種目および徳島県種目は徳島陸協の賞状を授与する。

第67回全日本中学校通信陸上競技徳島大会要項
（第59回四国中学校総体陸上競技大会予選会）

2021年6月25日(金)

2021年7月 2日(金)

四国大会種目

県大会種目 1年砲丸投(2.721Kg)



個人情報取り (1)  主催者は，個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し個人情報を取り扱う。なお，

扱いについて 　取得した個人情報は，プログラム編成及び作成，記録発表，公式ホームページその他競技運営

　及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。

(2)　大会の映像･写真･記事･個人記録等は，主催者及び主催者が承認した第三者が大会運営及び

　宣伝等の目的で、大会プログラム･ポスター等の宣伝材料，テレビ・新聞･雑誌･インターネット

　等の媒体に掲載することがある。

そ の 他 (1) 全日中参加標準記録突破者は，第48回全日本中学校陸上競技選手権大会の出場権を得る。

(2) この大会は，第59回四国中学総体陸上競技大会予選を兼ねる。

　（各種目上位4位とリレー2位までが出場権を得る。）

(3) 競技中に発生した負傷・疾病については応急処置を行うが、以後の責任は負わない。

(4) 傷害保険に関しては，徳島陸上競技年報の「競技会参加申込み手続きについて」の

　「傷害保険」の項を参照し，必ず加入すること。

(5) 参加料5,000円以上の学校には，プログラムを配布する。

(6) 悪天候等の理由により，競技会が競技開始後に中止になった場合は，参加料は払い戻しを行わない。

　　ただし新型コロナウイルス感染拡大による「緊急事態宣言」再発令等によって中止なった場合は，

　　参加料の払い戻しは行う。

　　　競技者，関係者の方へ　[新型コロナウイルス感染対応]（徳島陸上競技協会）

○当日の朝に腋窩検温し，体温が37.5度を超えた場合，参加はしないこと。

○観客席や控室において，密度を下げ，近距離での会話や発声・高唱は避けること。

○更衣室や控室・会議室等では，換気を頻繁に行い，長時間留まらないこと。

○衛生面には特に配慮し，適宜，マスク・手洗い・うがいをすること。

○各チームの責任により，応援・観戦の人数を制限し，県を跨ぐ移動に配慮すること。

○競技者以外の関係者の方へも当日，腋窩体温が37.5度を超える場合は参加しないように周知並びに配慮

すること。

○競技者並びに関係者において，大会終了後2週間以内に新型コロナウイルスへの感染が確認された場合は，

大会主催者に報告する。

　※「3密」を特に警戒し，新型コロナウイルス感染には十分注意ください。

問 合 先 〒774-0017 徳島県阿南市見能林町南勘高１番地

阿南中学校　　多田　利行



男子 800m 予選 女子 四種100mH

女子 800m 予選 男子 四種110mH

女子 100mH 予選 男子 800m 決勝

女子 110mH 予選 女子 800m 決勝

男子 400m 予選 女子 1年 100m 予選

男子 200m 予選 男子 1年 100m 予選

女子 200m 予選 女子 2年 100m 予選

男子 1年 1500m 予選 男子 2年 100m 予選

男子 2年 1500m 予選 女子 3年 100m 予選

男子 3年 1500m 予選 男子 3年 100m 予選

女子 1年 1500m 予選 男子 1年 1500m 決勝

女子 2年 1500m 予選 男子 2年 1500m 決勝

女子 3年 1500m 予選 男子 3年 1500m 決勝

男子 400m 決勝 女子 1年 100m 決勝

女子 100mH 決勝 男子 1年 100m 決勝

男子 110mH 決勝 女子 2年 100m 決勝

女子 200m 決勝 男子 2年 100m 決勝

男子 200m 決勝 女子 3年 100m 決勝

男子 3000m 予選 男子 3年 100m 決勝

女子 4×100ﾘﾚｰ 予選 女子 四種200m

男子 4×100ﾘﾚｰ 予選 男子 四種400m

女子 1年 1500m 決勝

女子 2年 1500m 決勝

女子 走高跳 決勝 女子 3年 1500m 決勝

男子 砲丸投 予選 男子 3000m 決勝

女子 走幅跳 予選 女子 4×100ﾘﾚｰ 決勝

男子 1年砲丸投 決勝 男子 4×100ﾘﾚｰ 決勝

男子 走高跳 決勝

男子 走幅跳 予選

女子 砲丸投 予選 男子 三段跳 決勝

男子 砲丸投 決勝

男子 棒高跳 決勝

男子 四種 砲丸投

女子 四種 走高跳

女子 走幅跳 決勝

女子 四種 砲丸投

男子 四種 走高跳

男子 走幅跳 決勝

女子 砲丸投 決勝

　※申込人数によりプログラム順序が変更になる場合がある。

フィールド競技

フィールド競技

競技日程（案）

第1日　7月10日 第2日　7月17日

トラック競技 トラック競技


