
 

令和元年度 第 74回国民体育大会陸上競技栃木県予選会 
   

１ 主 催 （一財）栃木陸上競技協会、(公財)栃木県体育協会、栃木県教育委員会 

 

２ 期 日 ２０１９年 ７月１３日（土）開会式８時３０分 競技開始 ９時００分   

７月１４日（日）                 競技開始 ９時００分 

       【予備日 ７月１５日（月）】 

 

３ 会 場 栃木県総合運動公園陸上競技場（宇都宮市西川田４－１－１） 

栃木県公園事務所利用指導課 ℡ ０２８－６４５－００９０  

 

４ 種 目 

１）国体種目 
○成年男子 

100m 400m 800m 110mH 400mH 10000mW 走高跳 三段跳 砲丸投 やり投  

○少年男子Ａ 

100m 400m 5000m 400mH 棒髙跳 走幅跳 ハンマー投 やり投 

○少年男子Ｂ 

100m 3000m 走幅跳 砲丸投  

○少年男子共通 

800m 110mJH 5000mW 走高跳 三段跳 円盤投 

○成年女子 

100m 400m 1500m 5000m 400mH ◎5000mW ◎走高跳 ◎棒高跳 砲丸投 円盤投 やり投 

◎は少年女子 A種別からもエントリーできる｡ 

○少年女子Ａ 

100m 400m 3000m 100mH 走幅跳  

○少年女子Ｂ 

100m 1500m 100mYH 走幅跳 

○少年女子共通 

800m 400mH 三段跳 砲丸投 円盤投 やり投 

２）国体種目以外（リレー種目） 

○男子 4×100mR､女子 4×100mR ■中学生の参加可 

 

５ 参加制限 

［成年男子］   平成１３年４月１日以前に生まれた者とする。 

［少年男子］ Ａ 平成１３年４月２日以降、平成１５年４月１日までに生まれた者。 

Ｂ 平成１５年４月２日以降に生まれた者、ただし、中学生は３年生のみ参加できる。 

［成年女子］ 年齢制限は成年男子と同じ。 

［少年女子］ 年齢制限は少年男子と同じ。 

 

６ 参加資格 ２０１９年度栃木陸上競技協会登録者であること。 

※ 県外登録者は、所属陸上競技協会の出場認知書を提出した場合出場できる。 

 試技については、原則として予選ラウンドのみとする。また順位は着かないが記録は公認記録とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 日 程 

１）国体種目   

◎の成年女子 5000mW・走高跳・棒高跳には、少年女子Ａからもエントリーできる。 

２）国体種目以外（リレー種目）タイムレース → ２日目 男・女 4×100mR 

 

８ 参加制限 １人 ２種目以内  

 

９ 参 加 料 国体種目１種目１,０００円+ 保険料１人１００円 

リレー１チーム２，０００円 +（リレーのみに参加者する選手は、１名に付き１００円） 

    ※保険料は、参加選手１名に付き１００円です。本大会でケガをした場合に適用されます。 

参加料は理由の如何に係わらず返金しない。 

 

10 申込期日 ２０１９年６月１９日（水）〆切 

 

11 申込方法 ２０１９陸上とちぎ（Ｐ９～Ｐ１４）参照のこと。 

NANS21V・Web登録システム（ https://nishi-nans21v.com ）による申込 

受付期間 ２０１９年 ６月 ７日（金）～１９日（水） 

 

12 表 彰  各種目の１位に賞状を授与する。 

 

13 競技上の規定及び方法 

２０１９年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則、本大会規則による。 

 (1) 少年男子Ａ400mHの高さ/ハードル間は 0.914m/35.00mとする。 

(2) 少年男子共通 110mJHの高さ/ハードル間は 0.991m/9.14mとする。 

(3) 砲丸の重さは、少年男子Ｂは 5.0kgとする。少年女子Ｂは 4.0kgとする。 

(4) 少年男子共通円盤投の円盤の重さは、1.75kgとする。 

(5) ハンマー投げの重さは、少年男子 Aは、6.0kgとする。成年女子は 4.0kgとする。 

(6) 少年男子共通円盤の重さは、1.75kgとする。 

(7) 少年女子Ａ400mHの高さ/ハードル間は 0.762m/35.00mとする。 

(8) 少年女子Ｂ100mHの高さ/ハードル間は 0.762m/8.5mとする。 

 

14 その他 

(1) 本大会は、下記の選手選考会を兼ねます 

都道府県対抗男子・女子駅伝並びに東日本女子駅伝競走大会 

少年男子Ａ5000m、成年女子 5000m, 少年男子Ｂ3000m、少年女子Ａ3000m 

(2) 審判の協力について：監督及び引率者は大会審判の協力をお願いします。 

１
日
目 

成年男子 100m 400mH 走高跳 三段跳 やり投  

少年男子Ａ 100m 5000m 400mH やり投   

少年男子Ｂ 100m 3000m     

少年男子共通 走高跳 三段跳 円盤投    

成年女子 100m 1500m 400mH ◎走高跳 円盤跳 やり投 
少年女子Ａ 100m 3000m     

少年女子Ｂ 100m 1500m     

少年女子共通 400mH 円盤投 三段跳 やり投   
        

２
日
目 

成年男子 400m 800ｍ 110mH 10000mW 砲丸投  

少年男子Ａ 400m 棒高跳 走幅跳 ﾊﾝﾏｰ投   

少年男子Ｂ 走幅跳 砲丸投     

少年男子共通 800ｍ 110mH 5000mW    

成年女子 400m 5000m ◎5000mW ◎棒高跳 砲丸投  

少年女子Ａ 400m 100mH 走幅跳    

少年女子Ｂ 100mYH 走幅跳     

少年女子共通 800m 砲丸投     



 

参考 大会参加申込手順 

⚫ 今年度から新たに「NANS21V・WEB 登録システム」を利用して手続きを行います。 

⚫ 条件としてインターネット通信と、Microsoft Excel（2013 以上・マクロ機能を要する）を利用

できるパーソナルコンピュータが必要です。スマートフォン・タブレットでは利用できません。 

１ 指定 WEB サイト（https://nishi-nans21v.com/）にアクセスして、ユーザー登録および選手登録

を行う。（WEB サイト上のマニュアル「本サイトのご利用方法」を参照） 

２ 「１」操作完了後、同サイトにログインして「競技会エントリー」（＝大会申込）を行う。 

３ 参加料の納入（指定口座への振り込み納入になります） 

国体予選では参加料に加え、保険料が 1名につき 100 円かかります。ご注意ください。 

(1) 納入先（指定口座…ゆうちょ銀行） 

ア ゆうちょ銀行から振り込む場合 イ 他の金融機関から振り込む場合 

【記  号】 １０７９０ 

 

【口座番号】 ３２６０４０１１ 

【口座名義】 一般財団法人栃木陸上競技協会 

イッパンザイダンホウジン 

トチギリクジョウキョウギキョウカイ 

【銀 行 名】 ゆうちょ銀行 

【店  名】 〇七八（読み ゼロナナハチ） 

【口座番号】 ３２６０４０１ 

【口座名義】 一般財団法人栃木陸上競技協会 

イッパンザイダンホウジン 

トチギリクジョウキョウギキョウカイ 

(2) 振込依頼人欄 

大会名 参加種目数 学校名(団体名) 

例 ハル１３ウツノミヤミナミ 

大会名の凡例： 春季大会   → ハル 

         県選手権大会 → ケン 

         国体予選   → コク 

記録会    → キ１ キ２ キ３ キ４ キ５ 

小学生大会  → シヨウ 

※ 通帳には１３文字しか記載されません。例に従って略字で入力してください。 

４ 参加申込書（様式１）・参加料集計表（様式３）の郵送 

ア WEB 申込の操作「EXCEL 一括登録」で用いた Excel データ（ファイル名「entry.xls」）の「印刷」

タブで表示される「大会申込一覧表」を様式 1 として印刷する。 

イ 陸上とちぎ p.13～14 に掲載されている様式 3-1 参加料集計表に必要事項を記入し、様式 3-2

振込証コピー貼付用紙に振込証のコピーを貼付する。 

（様式 1 に加え、様式 3-1・3-2も EXCELデータ「entry.xls」より印刷可能です。） 

ウ 公印（個人申込の場合は個人のもの）を押印した様式 1と様式 3-1・3-2を栃木陸協事務局宛て

郵送する。〒321-0152 宇都宮市西川田 6-4-37 株式会社 鈴和３階 （一財）栃木陸上競技協会 

※ 以上１～４が完了し、参加申込となります。FAX での申込や当日の参加申込は受け付けません。 
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