第 40 回北日本学生陸上競技対校選手権大会要項
１．主

催 北海道学生陸上競技連盟 東北学生陸上競技連盟 北信越学生陸上競技連盟

２．共

催 公益社団法人 日本学生陸上競技連合

３．運営協力 一般財団法人福島陸上競技協会
４．日

時 平成３０年６月３０日（土）・７月１日（日）・２日（月）
第１日目
開会式
９：００
競技開始 ９：１５
第２日目
競技開始
９：００
第３日目
競技開始
９：００
閉会式
競技終了後

５．場

所 とうほう・みんなのスタジアム（県営あづま陸上競技場）
（競技場コード 073090）
〒960‐2158 福島県福島市佐原神事場 1
TEL 024‐593‐6377

６．競技種目

（〇：１日目 ◎：２日目 ●：３日目実施種目 エントリーの関係で変更もある）
男子 ２２種目
〇１００ｍ ◎●２００ｍ 〇◎４００ｍ ◎●８００ｍ 〇１５００ｍ
●５０００ｍ 〇１００００ｍ 〇１１０ｍＨ ◎●４００ｍＨ ◎３０００ｍＳＣ
◎４×１００ｍＲ 〇●４×４００ｍＲ ●１００００ｍＷ
◎走高跳 〇棒高跳 〇走幅跳 ◎三段跳
◎砲丸投 〇円盤投 〇ハンマー投 ◎やり投 〇◎十種競技
女子 ２２種目
〇１００ｍ ◎●２００ｍ 〇４００ｍ ◎●８００ｍ 〇１５００ｍ
●５０００ｍ 〇１００００ｍ 〇１００ｍＨ ◎●４００ｍＨ ◎３０００ｍＳＣ
◎４×１００ｍＲ ●４×４００ｍＲ ◎１００００ｍＷ
〇走高跳 ●棒高跳 ◎走幅跳 ●三段跳
◎砲丸投 〇円盤投 〇ハンマー投 ●やり投 ◎●七種競技
※オープン種目：男女

100ｍ

5000m：２日目実施。

７．出場資格 ５月３１日(木)までに申請された平成３０年度北海道・東北・北信越学生陸上競技連盟登
録者に限る。
８．出場制限 ①個人種目は各種目１校３名まで出場できる。
②リレー種目は各種目１校１チームとし、６名までエントリーできる。
③同一競技者の出場種目制限はない。
④オープン種目は、種目に限らず正選手として出場していない者に限る（リレーを含む）
。
１校男女合わせて１００ｍ５名まで、５０００ｍ男女合わせて５名まで出場できる（第
170 条-10 リレー競走「他の種目に申し込んでいる競技者」に該当しない）。

９．競技規則 ２０１８年度(公財)日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会申し合わせ事項による。
１０．参 加 料 ①個人種目
１人１種目 ２０００円
②リレー
１チーム
３０００円
③オープン種目 １人１種目 １０００円
④学校分担金 １０名まで４０００円、５名増すごとに５００円増
※学校分担金早見表参照、なお分担金は対校の部に参加する人数で算出する。
※参加料は申込みと同時に納入すること。
※振り込まれた参加料はいかなる理由があっても返金しない。なお、中止になった種
目については返金する。
１１．申込方法 （イ）団体申込一覧 （様式Ⅰ）
１部作成（男女別）
（ロ）種目別一覧表 （様式Ⅱ）
１部作成（男女別）
（ハ）団体総括申込書（様式Ⅲ)
(ニ) エントリー種目確認表 (様式Ⅳ)
（ホ）エントリーデータ(entry_IC40.xlsm)（EXCEL ファイル）
・ （イ）（ロ）
（ハ）（ニ）については全て捺印する箇所があるので、プリントアウトして捺
印の上、書類でも提出すること。
・ （ホ）のメールでの提出は認めるが、その場合も（イ）
（ロ）
（ハ）(ニ)も必ず申込期限ま
でに郵送で提出すること。
・ 申請中の選手は登録番号欄に『申請中』と明記すること。
・ （イ）～（ホ）の書類は、所属学連事務所に送付する。
・ 各地区学連は申込を取りまとめ、資格審査・記入事項の検査を行い、必要なデータを東北
学連へ送付すること。万が一、不備があった場合エントリーを認めない場合がある。
１２．申込場所

≪東北学生陸上競技連盟≫
〒983-0803
宮城県仙台市宮城野区小田原 1-5-37 メゾンドール・ヘンミ１Ｆ
TEL/FAX 022-706-0624
tohokugakuren.record@gmail.com
≪北信越学生陸上競技連盟≫
〒380-0871
長野県長野市西長野 210-1 ブローニュ西長野 102 号室
TEL/FAX 026-234-5710
hokusinetsu-gakuren@sunny.ocn.ne.jp
≪北海道学生陸上競技連盟≫
〒001-0017
北海道札幌市北区北 17 条西 5-20 サニーサイドハイツ 207
TEL/FAX 011-727-3677
Hokkaido-gakuren@lake.ocn.ne.jp

１３．申込期限 エントリーデータ：平成３０年６月４日（月）午後６時 各地区学連必着
書類
：同上
※郵送でも間に合いそうにない場合は直接持ち込み可とする。
※申込み期限に間に合わない場合、参加を認めない。
１４．振 込 先 七十七銀行
口座番号
口座名義
１５．表

荒町支店
００９７９６９（普）
東北学生陸上競技連盟

代表 長澤 光雄

彰

①男子総合優勝校ならびに女子総合優勝校にはそれぞれ（公社）日本学生陸上競技連
合会長杯を授与する。
②男子トラック優勝校には東北学生陸上競技連盟会長杯を授与する。
③女子トラック優勝校には北信越学生陸上競技連盟会長杯を授与する。
④男子フィールド優勝校には北海道学生陸上競技連盟会長杯を授与する。
⑤女子フィールド優勝校には北海道・東北・北信越学生陸上競技連盟杯を授与する。
⑥成績の優れた男女各 1 名を最優秀選手として表彰し、最優秀選手賞として東北学生
陸上競技連盟杯を授与する。
⑦各種目の優勝者には優勝メダルと賞状を、８位以内の入賞者には賞状を授与し、3 位
以内の選手は表彰を行う。

１６．選手の棄権

選手の棄権は代表者会議で受け付けた者のみとする。
大会当日、やむを得ず棄権する場合は、不出場届を招集開始時刻前までに競技者係に
提出すること。
不出場届を提出せず棄権した場合は失格とし、リレーを含め以後の競技への参加を認
めない。

１７．代表者会議 平成３０年６月２９日（金）午後２時３０分（予定）
とうほう・みんなのスタジアム（県営あづま陸上競技場）会議室
１８．宿

泊 別紙参照のこと。
（宿泊要項を HP に掲載）

１９．注意事項

①東北学連登録選手を除き、選手ナンバーは主催者が全て決定し、そのナンバーカー
ドは全て主催者側が容易したものを使用する。但し、５０００ｍ、１００００ｍ、
３０００ｍＳＣ、１００００ｍＷは通しナンバーカードを使用する。
②対校得点は１位８点、以下７、６、５、４、３、２、１点とする。
③本大会では申請記録に基づいて番組編成を行う。平成２９年４月１日から大会申込
期限前日までの公認記録のみを申請記録として受け付けるので、樹立した年月日、
競技会を提出書類の所定の欄に明記すること。その際、追い風参考記録は公認記録
にならないので注意すること。
④競技場は全天候型であるので、スパイクのピンは９ｍｍ以下を使用すること。但し、
走高跳・やり投は１２ｍｍ以下とする。
⑤器具を破損した場合は、その競技者の所属する大学より代金を徴収する。
⑥参加者の競技中の発病、負傷に対して主催者は応急処置を行うが、その後の責任は

負わない。ただし、平成３０年度公益社団法人日本学生陸上競技連合普通会員は、
原則としてスポーツ安全保険に加入しているので、この保険が適用される場合があ
る。
⑦不足書類など、不備のないよう確認の上、申し込むこと。万が一、不備があった場
合失格とする場合がある。
⑧部旗のある大学は必ず持参すること。（開閉会式用）
⑨不正スタートは 1 回で失格となるので、注意すること。
⑩競技に使用する用器具は、すべて主催者側が用意したものを使用すること。ただし、
棒高跳用ポール及び投てき物は個人所有のものを使用することができるが、投てき
物は検査を受け、許可されたものでなければ使用できない。投てき物については競
技開始１時間前に競技役員の検定を受けること（検定所は招集所に設け、投てき物
は競技者係に預ける）。ただし、棒高跳用ポールに限り、個人のものを使用するこ
とができる。郵送の際は前日の６月２９日（金）に届くように送料前払いで時間指
定で送ること。
⑪円盤投、ハンマー投については投てき場にて実施する。
⑫各種目の優勝者は天皇賜杯第 87 回日本学生陸上競技対校選手権大会の出場標準Ｃ記
録突破と扱われ参加する権利が与えられる。ただし、各種網同一大学に地区 IC 優勝
者、北日本 IC 優勝者、標準 B 記録に達した者がいた場合はいずれか 1 名とする。
⑬大学は要請があった場合、学生審判及び補助員を派遣しなければならない。
２０．そ の 他

２１．連 絡 先

①主催者は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を遵守し個人情報を取り
扱う。 尚、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成および作成、
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・個人記録などは、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・
ラジオ・ 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。
③大会の映像は、主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上
に おいて画像や動画を配信することを含む）を禁止する。
何か不明な点があった場合は上記 11．申込場所に記載の連絡先まで連絡すること。

