
令和元年度 第１回 栃木混成競技記録会 

（Tochigi Combined Games 2019） 

 

１ 主  催     一般財団法人栃木陸上競技協会 

２ 後  援    栃木県教育委員会 

３ 主  管     栃木県高等学校体育連盟陸上競技専門部 

４ 期  日     ２０１９年１１月９日（土）１０日（日）競技開始 ９時００分 

５ 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 県公園事務所利用指導課 ℡ 028-645-0090 

６ 種  目   【男子】 

八種競技 

（100ｍ 走幅跳 砲丸投 400ｍ 110ｍH やり投 走高跳 1500ｍ） 

四種競技 A（110ｍJH 砲丸投 走高跳 400ｍ） 

          四種競技 B（100ｍ やり投 走幅跳 400ｍH） 

800m 1500m 3000m 5000m  

小学生 100m 

         【女子】 

七種競技（100ｍH 走高跳 砲丸投 200ｍ 走幅跳 やり投 800ｍ） 

          四種競技 A（100ｍYH 走高跳 砲丸投 200ｍ） 

四種競技 B（100ｍ 走幅跳 やり投 400ｍH） 

 800m 1500m 3000m 5000m 

小学生 100m 

 

７ 競技日程   １１月９日【１日目】 

男子八種競技 100ｍ 走幅跳 砲丸投 400ｍ 

男子四種競技 B 100ｍ やり投 走幅跳 400ｍH 

女子七種競技 100ｍH 走高跳 砲丸投 200ｍ 

女子四種競技 B 100ｍ 走幅跳 やり投 400ｍH 

男・女 800m     

男・女 1500m     

小学男・小学女 100m     

 

１１月１０日【２日目】 

男子八種競技 110ｍH やり投 走高跳 1500ｍ 

男子四種競技 A 110ｍJH 砲丸投 走高跳 400ｍ 

女子七種競技 走幅跳 やり投 800ｍ  

女子四種競技 A 100ｍYH 走高跳 砲丸投 200ｍ 

男・女 3000m     

男・女 5000m     



８ 競技規則     ２０１９年（公財）日本陸上競技連盟競技規則、本競技会規則、ならびに大会

申し合わせ事項による。 

９ 競技方法   （１）男子四種 A110ｍJH の高さ/ハードル間は 0.991ｍ/9.14ｍとする。（中学

生は原則として 0.914m/9.14m とする。） 

          （２）女子四種 A100ｍハードルの高さ/ハードル間は 0.762m/8.5m とする。（中

学生は原則として 0.762m/8.0m とする。） 

（３）砲丸投の重さは、全種目共に男子は 6.0kg、女子は 4.0kg とする。（中学

生は原則として男子 4.0kg、女子 2.72kg とする。） 

          （４）男女ともに四種競技 A 及び四種競技 B の総合得点は非公認となるが、

各種目の記録は公認記録となる。 

          （５）四種競技は、エントリー人数によってやり投及び走高跳の試技数を変更

する場合がある。 

10 参加資格     ２０１９年度日本陸上競技連盟登録者であること。但し、小学生についてはこ

の限りではない。 

11 参加制限     １人２種目以内とする。（小学生１種目） 

12 参 加 料     １種目 １０００円 

          小学生  ５００円 

13 申込期日    ２０１９年１０月２５日（金）締切  ※期限厳守 

14 申込方法    ○中学・高校 

「NANS21V・WEB 登録サービス」を利用し申込手続きをする。 

            指定 URL にアクセスの上、WEB 上に示されるマニュアル（「本サイトのご利用方法」）

を参照し、①ユーザー登録 ②選手登録（システム上のもの：陸連登録とは異なる） 

③大会申込の順に手続きをする。 

指定 URL http://nishi-nans21v.com/ 

 

○小学生 

下記 URL 栃木陸上競技協会の Web サイトより、申込み様式 xls ファイル「小

学生１００m 参加申込み」をダウンロードし、必要事項を入力の上 E-mail に

て指定のアドレスあて添付ファイルとして送信する。 

URL  http://www.jaaftochigi.jp/ 

 

15 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成  ２０１９年１０月２９日（火）９：００ 

栃木県総合運動公園陸上競技場記録室 

         （プログラム編成委員・記録情報） 

16 その他 

（１） 申込み期日を過ぎての申し込みは、一切受け付けない。 

（２） 監督および引率者は、競技役員としてご協力お願いいたします。 

（３） 参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

（４） 小学生については、１１月９日（土）陸上競技場正面玄関ロビーにて受付・参加料を納入

ください。受付時間についてはプログラム編成タイムテーブル決定後、栃木陸上競技協会

ホームページにてお知らせいたしますので予めお含みおきください。 



小学生種目 100m 実施要項 

（栃木県混成競技記録会 ～Tochigi Combined Games～ の一部として実施） 

１ 主催    一般財団法人栃木陸上競技協会 

２ 後  援    栃木県教育委員会 

３ 主管    栃木県高等学校体育連盟陸上競技専門部 

４ 日付    令和元（2019）年 11 月 9 日（土） 雨天決行 

５ 会場    栃木県総合運動公園陸上競技場（新・補助競技場） 

６ 競技種目  男子 100m・女子 100m ※日本陸上競技連盟公認競技会（競技会コード 19090016）。 

７ 競技規定 

2019 年公益財団法人日本陸上競技連盟規則ならびに本大会申し合わせ事項により実施する。 

８ 競技方法  

(1) 男女それぞれ学年別でレースを行い、タイムにより順位を決定する。 

(2) スパイクシューズの着用とスターティングブロックの利用については任意とする。 

９ 参加資格 

小学生（学年：1～6 年）とする。参加者は県内外を問わない。参加にあたり傷害・賠償責任保険（ス

ポーツ安全保険等）に加入すること。 

10 参加申込 

(1) 期限  令和元（2019）年 10 月 25 日（金） 

(2) 方法  

別途指定する電子データ（「小学生 100m 記録会申込データ」 Excel97-2003 形式ファイル）に申

込内容を入力し、メール添付ファイルとして tochigi-records2019@outlook.jp 宛て送信する（紙媒

体文書の送付等は不要）。※ 締切翌日、栃木陸協ホームページ http://www.jaaftochigi.jp/ に公開

するエントリーリストを確認の上、漏れ・修正点等があった場合は速やかに連絡すること。 

(3) 参加料 500 円 （大会当日に受付にて納入すること。欠場した場合も支払うものとする。） 

11 結果の取扱いと表彰等について 

(1) 結果については大会当日競技場玄関内に設置する掲示板で示す他、栃木陸協ホームページならびに

関連サイト等（モバイル速報）にて公開する。 

(2) レース順位や記録順位等に基づく表彰は行わない。 

(3) 別途申請により「記録証」を有償（500 円）で発行する。希望者は競技終了後、大会当日中に大会

本部へ申し出ること。 

12 個人情報の取り扱い   

大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用

しない（詳細は一般財団法人栃木陸上競技協会「個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」を参照）。 

13 その他 

(1) 原則としてクラブ・教室等の団体単位で申し込むこと。団体責任者（個人でお申し込みの場合は保

護者）は参加児童に対し、十分な「安全指導」及び「競技会参加に係る指導」を行うこと。 

(2）ナンバーカード（ゼッケン）については所有するもの（地区で割り当てられたものなどを指す）が

ある場合、申込時に申告して大会当日に着用する。ただし、全国小学生交流大会栃木県予選（日清

提供）と県小学生大会（NISHI 提供）のものは利用できない。無い場合は空欄で申し込み、大会本

部が用意するナンバーカードを当日受付にて受領し、着用すること。 


