
令和元年度 第４７回 関東中学校陸上競技大会要項 

 

１ 目  的 関東中学校体育大会は，中学校教育の一環として生徒に広くスポーツ実践の機会を与え，体力
技能の向上と，スポーツ精神の高揚を図り，心身ともに健康な生徒を育成する。また，スポー
ツの交流を通じて各都県間の親睦を図り，生涯スポーツの基礎つくりに寄与する。 

 
２ 主  催 関東中学校体育連盟 山梨県教育委員会 甲府市教育委員会 関東陸上競技協会  

（公財）東京陸上競技協会 
        
３ 主  管 山梨県小中学校体育連盟 （一財）山梨陸上競技協会  
 
４ 後  援 山梨県公立小中学校長会  （公財）山梨県スポーツ協会 （株）山梨日日新聞社 

（株）山梨放送     こうふ開府５００年記念事業実行委員会 
 
５ 期  日 （１）開会式  令和元年８月８日（木）１１：００～ 
       （２）競技会  令和元年８月８日（木）１３：００～１７：３０  
               令和元年８月９日（金） ９：３０～１５：００ 
       （３）閉会式  令和元年８月９日（金） 競技終了後 
 
６ 会  場 開  会  式：山梨県小瀬スポーツ公園武道館 
       競技・閉会式：山梨中銀スタジアム（小瀬スポーツ公園陸上競技場）   
       〒400-0836 甲府市小瀬町８４０ TEL 055-243-3115 FAX 055-243-5490 
 
７ 種  目 ◇男子（１７種目） 
         １年１００ｍ １年走幅跳 １年１５００ｍ ２年１００ｍ ３年１００ｍ 共通２００ｍ 
        共通４００ｍ 共通８００ｍ 共通１５００ｍ 共通３０００ｍ 共通１１０ｍＨ 
        共通４×１００ｍＲ 共通走高跳 共通棒高跳 共通走幅跳 共通砲丸投 

 四種競技【１１０ｍH，砲丸投(4kg)，走高跳，４００ｍ】 
 

       ◇女子（１４種目） 
        １年１００ｍ １年８００ｍ １年走幅跳 ２年１００ｍ ３年１００ｍ 共通２００ｍ 
        共通８００ｍ 共通１５００ｍ 共通１００ｍＨ 共通４×１００ｍＲ 
        共通走高跳 共通走幅跳 共通砲丸投 
        四種競技【１００ｍH，走高跳，砲丸投(2.721kg)，２００ｍ】 
 
８ 参加資格 （１）都県中学校体育連盟の学校に在学し，当該競技要項により，関東中学校体育大会の参加

資格を得た者とする。参加をする生徒は，学齢・修業年限が一致していること。ただ
し，その年度の６月３０日までに，都県中学校体育連盟を通じて，(公財)日本中学校体
育連盟に申し出，承認を得た生徒についてはこの限りではない。 

       （２）夏季大会に限り，同一年度の参加は全競技を通じて一人１競技とする。 
       （３）地区予選参加後に転校した場合，転出先での同一種目の出場を認めない。ただし，本大

会の出場権を得た個人種目についてはその限りではない。 
（４）大会参加料を収めること。（登録選手は一律 2,000円）     

       （５）「参加資格の特例」 
         ① 学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，各都県中学校体育連盟の

予選会に参加し，関東中学校体育大会参加資格を得た者。 
         ② 参加を希望する各種学校は，以下の条件を具備すること。 
         （ア）関東大会の参加を認める条件 
          a  関東中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し，それを尊重すること。 
          ｂ 参加を希望する学校にあっては，学齢・就業年限が一致していること。また，連携

校との生徒による混成は認めない。 
          ｃ 各学校にあっては，部活動が学校教育の一環として，日常継続的に責任ある教員・

部活動指導員のもとに，適切に行われていること。 
         （イ）関東大会に参加した場合に守るべき条件 
          a  関東中学校体育連盟大会要項及び規則を遵守するとともに，大会の円滑な運営に協

力すること。 
          ｂ 大会参加にあっては，校長・教員・部活動指導員が引率するとともに，万一事故の

発生に備え，障害保険に加入するなど万全の自己対策を立てておくこと。 
          ｃ 大会参加する経費は，当該校が負担をすること。 
 
 



９ 監督引率 （１） 参加生徒の監督・引率は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。 
          部活動指導員が引率・監督を務める場合は，所定の「部活動指導員確認書（校長承認

書）」様式６に必要事項を記入し，大会事務局に参加申込み時に提出する。なお，部
活動指導員は，他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 
※「部活動指導員」とは，学校教育法施行規則第 78条の２に示されている者をいう。 

       （２）監督・引率者の特例 
            関東中学校体育大会の個人種目への参加について，日常指導している顧問が引率でき

ず，校長がやむを得ないと判断した場合に限り，「関東中学校体育大会監督・引率細
則」により，校長が引率者として承認した保護者及び外部指導者の引率を認める。 

           ※引率者としての外部指導者は，「外部指導者の規定」による。 
          ※部活動指導員の規定は平成 30年度 4月 1日から施行する 
10 参加制限 （１）各都県１種目３名 リレーは学校単独の３チームとする。 
          １人１種目（但し，リレーを除く） 
       （２）学年種目は当該学年のものとする。 
       （３）リレーは共通種目とする。 
 
11 参 加 費 （１）一人につき２，０００円の参加費を徴収する。 

（２）一人につき５００円のナンバーカード代を徴収する。 
       （３）徴収方法については，各都県委員長がとりまとめをし，一括して下記の大会実行委員会

名義の銀行口座に入金すること。振込手数料は各都県で負担し，必ず口座名義に都県名
を入れること。 

 
 
口座 甲府信用金庫 竜王南支店  口座番号０１８２５８９  

   口座名義：「第４７回関東中学校陸上競技大会実行委員会 
                   総務部財務係長 飯島尚志」 

12 競技方法 （１）本大会の競技は，２０１９年度の日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項を適用す
る。 

   但し,第１６２条５については適用しない。 
       （２）本大会は都県対抗とする。入賞者の得点は，１位８点・２位７点・・・・８位１点と

し，同点の場合は種目別で上位入賞者の多い都県を上位とする。 
 
13 表  彰 （１）各種目１～３位に賞状・メダル，４～８位に賞状を授与する。 
       （２）男子優勝・女子優勝都県に河野謙三杯，男女総合優勝都県に臼木信雄杯を授与する。総

合，男女３位までに賞状を授与する。 
       （３）男女各リレー優勝チームに優勝杯を授与する。 
          （前年度優勝チームにはレプリカを授与する） 
       （４）優秀選手賞を男女各１名に授与する。  
               
14 申  込 （１）申込方法 

①データ送信…申込 USBメモリまたは関東大会の HP内の各ファイルにデータを入力
し，下記申込先へメールにて送信。 
・参加申込一覧（各都県）  
・参加料・プログラム・ランキング表申込会計一覧表（各都県） 
・各都県アナウンス原稿 ・外字作成申請書（各学校） 

                    ②大会当日提出書類 
・申込 USBメモリ（メールにて送信したデータが入ったもの） 
・参加申込書（各学校） ・四種競技走高跳申請書 
・監督，引率者報告書（様式５），選手変更届，プログラム訂正届…必要な場合 

       （２）プログラム等の記載同意について 
              参加申込書には以下の文言を必ず入れ，記載の同意が得られない場合は，申込時に都県 
          委員長がその旨を明らかにすること。 

『本大会のプログラムおよび報道発表並びにホームページ，記録速報，記録集等におけ
る氏名・学校名・写真等の掲載については，本人並びに保護者の同意を得ています。』 

       （３）申込期日 
・データ送信   令和元年７月３１日（水）正午まで 

          ・大会当日提出 令和元年８月８日（木）最終打合せの時に提出  
       （３）申 込 先 
          ＜Ｅメール＞南アルプス市立櫛形中学校  志村 優斗 宛 
                 shimura-yu8@m-alps.ed.jp 
          ＜郵 送 先＞〒400-0306 山梨県南アルプス市小笠原９８５ 
                      南アルプス市立櫛形中学校   志村 優斗 
                      TEL:055-282-0056 FAX:055-282-0404 



 
15 最終打合せ 令和元年８月８日（木）９時００分から山梨中銀スタジアム都県委員長控室で行う。各都県

委員長は，必ず出席すること。 
 
16 宿  泊  宿泊については，別紙「宿泊申込要項」を参照すること。   
           適切な危機管理対応（感染症・自然災害等）を確保するため，必ず大会実行委員会指定の業

者を通して申し込むこと。 
 
17 そ の 他 （１）競技確認事項 

① 競技者変更は，最終打合せまでとする。 
② 高跳用ポール以外は，競技場備えつけのものを使用すること。 
③ スパイクのピンの長さは，走高跳１２mm以下，その他の種目は９mm以下とする。 

         ④ 競走競技者は，胸と背にナンバーカードをつけること。 
          （跳躍競技の競技者は胸・背のいずれかで良い。） 
         ⑤ 競技はすべて都県対抗であるため，競技用ユニフォームは，都県ごとに統一されたも

のを使用すること。 
⑥ 発表された結果に対する抗議は，予選・決勝ともに１５分以内（ただし，翌日に決勝

が行われる予選については３０分以内）に各都県監督が総務を通じて審判長に対して
口頭で行い，控室で待機する。さらに，この裁定に不服の場合は預託金１０，０００
円を添え，担当総務員を通じてジュリーに文書で申し出る。 

       （２）棒高跳用ポールの送付先 
          〒400-0836 甲府市小瀬町８４０   矢﨑携帯 090-2644-0068 
          山梨中銀スタジアム（小瀬スポーツ公園陸上競技場）内   
          「関東中学校陸上競技大会用器具担当係」宛 
          ８月７日（水）9:00～12:00迄時間指定で送付すること。 
       （３）大会期間中における参加者の傷害等は，学校教育内活動の大会であるので『独立行政法

人日本スポーツ振興センター法』の適用になる。 
          ※ただし，保護者引率による参加者の場合，保護者・生徒は任意の傷害保険に加入す

る。 
       （４）本大会は，１都７県での都県対抗となっているため，大会期間は開会式から閉会式まで

とし，必ず選手全員が参加すること。 
 
18 連 絡 先  【 開催前 】 〒400-0404 山梨県南アルプス市飯野２８６０－２  

南アルプス市立白根巨摩中学校 
第４７回関東中学校陸上競技大会事務局 事務局長 矢﨑 恭央 

                   TEL   055-282-2051  FAX 055-282- 6303 
                                       携帯電話 090-2644-0068 
               
                【 開催中 】山梨中銀スタジアム（小瀬スポーツ公園陸上競技場）大会会場        
              ＜事務所＞TEL  055-243-3111  FAX 055-243-3152 
              ＜委員長＞南アルプス市立白根巨摩中学校  矢﨑 恭央 
                                       携帯電話 090-2644-0068 
              ＜総 務＞甲州市立塩山北中学校  樋 泉生 
                                       携帯電話 090-3595-8740 
 
               


