第74回 奈良県高等学校陸上競技対校選手権大会
兼 秩父宮賜杯 全国･近畿高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
大会要項
１

主

催

奈良県高等学校体育連盟

一般財団法人 奈良陸上競技協会

奈良県教育委員会

２

後

援

毎日新聞社 奈良支局

３

主

管

奈良県高等学校体育連盟 陸上競技専門部

５

期

日

令和３年６月４日(金)・５日(土)・６日(日)

４

場

所

奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
〒630-8018 奈良市法蓮佐保山４丁目 ５-１
☎0742-22-0001

６

種

目

７

実 施 日 (予定)
●第１日目 ６月４日(金)
男子：400ｍ予選･準決勝･決勝/ 1500ｍ予選･決勝/ 110ｍＨ予選･決勝/ 3000ｍSC予選/
4×100ｍＲ予選/
走幅跳予選･決勝/ 砲丸投予選･決勝/ やり投予選･決勝/
八種競技 前半種目(100ｍ･走幅跳･砲丸投･400ｍ)
女子：400ｍ予選･決勝/ 1500ｍ予選･決勝/ 100ｍＨ予選･決勝/
4×100ｍＲ予選/
走高跳決勝/ 棒高跳決勝/ やり投決勝
●第２日目 ６月５日(土)
男子：200ｍ予選･準決勝･決勝/ 800ｍ予選/ 400ｍＨ予選･決勝/ 3000ｍSC決勝/
4×100ｍＲ決勝/ 4×400ｍＲ予選/
棒高跳決勝/ 三段跳予選･決勝/ ハンマー投決勝/
八種競技 後半種目(110ｍＨ･やり投･走高跳･1500ｍ)
女子：200ｍ予選･準決勝･決勝/ 800ｍ予選/ 400ｍＨ予選･決勝/
4×100ｍＲ決勝/ 4×400ｍＲ予選/
三段跳予選･決勝/ 円盤投決勝/ ハンマー投決勝/
七種競技 前半種目(100ｍＨ･走高跳･砲丸投･200ｍ)
●第３日目 ６月６日(日)
男子：100ｍ予選･準決勝･決勝/ 800ｍ準決勝･決勝/ 5000ｍ決勝/5000ｍＷ決勝/
4×400ｍＲ決勝/ 走高跳決勝/ 円盤投予選･決勝
女子：100ｍ予選･準決勝･決勝/ 800ｍ準決勝･決勝/ 3000ｍ決勝/5000ｍＷ決勝/
4×400ｍＲ決勝/ 走幅跳予選･決勝/ 砲丸投決勝/
七種競技 後半種目(走幅跳･やり投･800ｍ)

８

参加資格

(1) 競技者は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。また、第72条・115
条、124条及び134条の学校に在籍し、本大会の参加を認められた生徒であること。
(2) 競技者は、奈良県高等学校体育連盟に加盟している高等学校に在籍する生徒で、奈良陸上競技協会
を経て、日本陸上競技連盟に登録された競技者であること。
(3) 年齢制限
競技者は、平成14年４月２日以降に生まれた者とする。ただし、同一学年での出場は１回限りとする。
(4) チームを編成する場合は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。
(5) 転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ずる) ただし、一家転住等や
むを得ない場合は奈良県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りでない。

９

参加制限

(1) １種目１校３名以内とする。ただし、リレーは１校１チーム６名以内とし、同一人は、３種目以内
(リレーは除く)とする。

一般財団法人 奈良陸上競技協会

【男子(21種目)】
100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 5000ｍ 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 八種競技
【女子(20種目)】
100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 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 ハンマー投 やり投 七種競技

(2) 外国人留学生については、１校男女とも４名以内とし、１種目１校１名の出場とする。(この種目
にはリレーも含む) ただし、リレーに出場する場合には、個人種目と合わせて、男女とも１校最大
４種目とする。
10 競技規則

11 競技方法

12 参 加 料

2021年 日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による。
※ シューズ規則については、日本陸連・奈良陸協のホームページにて確認すること
(1)
(2)
(3)
(4)

男女別学校対校とする。
男女別の学校得点によって順位を決める。
各種目の得点は、１位８点、２位７点、以下８位１点とする。
１種目の参加人員が128名を超えた場合は、タイム順で次のラウンドへ進むことがある。
(タイムレース方式)

一人

500円

13 申込方法

申し込みは、下記所定の様式によって申し込むこと。
(1) 奈良陸協のホームページ http://www.narariku.com/ を開く。
① 奈良県高体連 陸上競技専門部 → 大会情報 → 奈良県高等学校陸上競技対校選手権大会
② 申込データファイルの各「申込DF」に、それぞれ必要事項を入力する。
※ 入力方法を順守すること。不備(書式の変形や誤入力)がある場合は申込みを受付けない
③ メールにて「申込データファイル」を申込先に送信する。
申込先でメール確認すると、「申込みを受領しました」の返信メールを送信するので、必ず確認
すること。
※ 返信メールが届かない場合は、申込受付ができていないので申込先まで連絡すること
④ 「申込DF(個人)」をプリントアウトし、校長印を押印のうえ、郵送の申込先まで送付する。
⑤ 新型コロナウイルス感染拡大防止に関しての「競技会入場者名簿」を作成し、「参加料」ととも
に大会当日、受付にて提出すること。
(2) 申込期日
① メール：令和３年５月24日(月) 17：00 必着
② 郵 送：令和３年５月26日(水) 必着
(3) 申込先
① メール：アドレスは narariku.mail@gmail.com → (高田高校 平田 淳一)
② 郵 送：県立 奈良情報商業高等学校 内 吉村 寿正 宛
〒633-0051 桜井市河西 770番地
☎0744-21-4014

14 表

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

彰

男女別優勝校に奈良県高体連より優勝杯を授与する。
男女最優秀選手各１名に、毎日新聞社よりトロフィーを授与する。
各種目優勝者及び、各総合成績３位までの入賞校には毎日新聞社より賞状を授与する。
男女別総合成績･トラック競技･フィールド競技は各６位までの入賞校に賞状を授与する。
種目別６位までの入賞者に賞状を授与し表彰する。
男女別優勝校監督にトロフィーを授与し表彰する。

15 近畿大会出場資格者
(1) 各種目６位までの入賞者とする。(リレーは６位までの入賞チーム)
(2) 走高跳・男子棒高跳は６位までの入賞者６名、女子棒高跳は４位までの入賞者４名、5000ｍ競歩・
女子三段跳・女子ハンマー投・八種競技・七種競技は、４位までの入賞者とする。
16 個人情報の取り扱いについて
(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。また、取
得した個人情報は、大会の資格審査、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・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、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。
17 そ の 他

(1) 引率顧問の出席(審判役員として)なき場合は、選手の出場を認めない。
(2) 大会終了後、出場資格を得た学校の顧問によって、近畿大会の申込会議を行う。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、奈良陸協の基本方針に準じて行う。追加・変更等
がある場合は、奈良陸協のホームページに掲載するので確認すること。
※ この競技会は、無観客での開催とする(感染症予防対策の為)

