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第 73 回京都陸上競技選手権大会要項 
（兼）第 73 回国民体育大会 京都府 第 2 次選考会 

（兼）第 86 回近畿陸上競技選手権大会予選会・第 103 回日本陸上競技選手権大会第 1 次予選会 

１．主  催 一般財団法人 京都陸上競技協会 

２．期  日 平成３０年７月１４日（土）・１５日（日）の２日間 

３．場  所 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 

４．競 技 種 目（日程） 

   （１）競技者の参加申込数によって日程は変更されることもある。 

   （２）女３０００ｍは強化奨励種目で、京都選手権種目ではない。（表彰なし） 

   （３）少共・少Ａ・少Ｂ種目は国民体育大会第２次選考会種目。（表彰なし） 

男   子 女    子 

種 目 
第１日目 第２日目 

種 目 
第１日目 第２日目 

７月 14 日(土) ７月 15 日(日) ７月 14 日(金) ７月 15 日(土) 

100m 予選 準決勝 決勝 100m 予選 準決勝 決勝 

200m 予選  決勝 200m 予選  決勝 

400m 予選  決勝 400m 予選  決勝 

800m 予選  決勝 800m 予選  決勝 

1500m タイムレース決勝 1500m タイムレース決勝 

5000m タイムレース決勝 3000m タイムレース決勝 

10000m    決勝 5000m タイムレース決勝 

110mH 予選  決勝 10000m    決勝 

400mH 予選  決勝 100mH 予選  決勝 

3000mSC タイムレース決勝 400mH 予選  決勝 

10000mW  決勝 3000mSC    決勝 

4×100m 予選  決勝 10000mW    決勝 

4×400m 予選  決勝 4×100m 予選  決勝 

走高跳    決勝 4×400m 予選  決勝 

棒高跳    決勝 走高跳    決勝 

走幅跳    決勝 棒高跳    決勝 

三段跳   決勝 走幅跳    決勝 

砲丸投   決勝 三段跳   決勝 

円盤投   決勝 砲丸投   決勝 

ハンマー投   決勝 円盤投   決勝 

やり投   決勝 ハンマー投   決勝 

10 種競技 前 半 後 半 やり投   決勝 

7 種競技 前 半 後 半 

少 

年 

A ﾊﾝﾏｰ投   決勝 
少 

年 

B 

100m 予選  決勝 

共 
円盤投   決勝 1500m 

110mH 予選 決勝 100mYH 予選  決勝 
5000mW   決勝 走幅跳   決勝 

B 

100m 予選    決勝 
3000m タイムレース決勝 
走幅跳   決勝 
砲丸投   決勝 

５．参 加 資 格 

（１） ２０１８年度日本陸上競技連盟登録者であること。 

（２） 第７３回京都陸上競技選手権大会参加標準記録を平成 29 年４月１日より平成 30 年６月１２日までに 

   達成した競技者。（出場はその種目に限る） 

（３） ４×１００ｍ・４×４００ｍリレーは１クラブ（学校）３チームまで参加できる。  

（４） 混成種目の出場は参加目標記録ではなく、参加標準記録を設定したので注意して申込むこと。 

（５） 少年男子 A に出場する者は、平成 12 年４月２日以降、平成 14 年４月１日までの出生者（高校３、２

年生）に限る。 

タイムレース決勝 
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 （６） 少年男女Ｂの各種目に出場する者は、平成 1４年４月２日以降の出生者、（高校１年生、中学３、２、

１年生）に限る。 

     ※奨励強化種目として中学生１・２年生の参加を認める。ただし、国体には出場できない。 

      参加標準記録未達成者で、京都陸協強化部の推薦を受けた者はその種目に限り出場を認める。 

６．参 加 制 限 

 （１） 出場種目数の制限はないが、上記参加資格に必ず該当すること。 

 （２） リレー種目は、同一登録クラブ単位（クラブ・学校・事業所）で編成すること。 

     ※複数チーム出場する場合は A・B・C をクラブ名の後に付けること（他の名称は認めない）。    

 （３） 少年 B の部に出場する者は、一般の同一種目にも出場できるが、競技日程、時刻に対する配慮は行わ

ないので、申込みに際しては充分留意すること。 

 （４） 他都道府県陸協登録者も参加を認める。その際「認知書」は不要である。ただし登録競技者であるこ

とは各自の責任で対処すること。 

 （５） 下記の種目について、他府県登録者の参加に１種目につき１校２名以内（リレーは２チーム以内）の人数制限

を設ける。 

        男女 100m,200m,400m,800m,110mH(100mH),400mH,4×100mR,4×400mR、混成競技 

        ※京都府下に所在地のある大学の学連登録者は、他府県陸協登録者であっても、７の（２）と同様に、人数制

限を設けない。 

 （６） 少年種目に他府県登録者は出場できない。 

７．参 加 料（１種目につき） 
 

 Ａ 京都府陸協登録者 トラック・フィルド種目 １，５００円 リレー・混成種目 ３，０００円 

Ｂ 他府県陸協登録者 トラック・フィルド種目 ３，０００円 リレー・混成種目 ６，０００円 
 

参加料は、合計金額と内訳を受付完了メールにて連絡するので、確認後、ゆうちょ銀行の窓口に備え付けの払

込取扱票（青色）を使用し、通信欄に、チーム名（個人申込の場合は個人名）、払込額の内訳（例；トラック・フ

ィールド 1500 円×7、リレー3000 円×2、混成 3000 円×1、プログラム 1000 円×1）を明記のうえ、下記の口座

に払い込むこと。（払込手数料は参加者が負担してください。） 

   ゆうちょ銀行 口座記号番号 00900-0-127967 

 加入者名 一般財団法人京都陸上競技協会 ザイ）キヨウトリクジヨウキヨウギキヨウカイ 

 払込票をもって領収書に代えるので、京都陸上競技協会が発行する領収書が必要な場合は、大会期間中に、払

込票の原本と引き換えに発行するので、大会本部まで申し出ること。 

 払込期限は、９．申込期間に記載しているので、厳守すること。 

 （１） 写真判定経費・腰ナンバーカード(シール式)代を含む。 

 （２） 京都府下に所在地のある大学の学連登録者は、他府県陸協登録者であってもＡ扱いとする。 

 （３） リレー種目について、チーム構成上一人でも他府県陸協登録者がエントリーしている場合はＢ扱いとす

る。ただし、上記（２）に該当する大学チームはＡ扱いとする。 

 （４） 平成 29 年度全日本ランキング 10 位以内の競技者は、その種目に限り参加料を無料とする（他都道府

県登録者も含む） 

 （５） 京都陸協登録者で前年度の種目優勝者はその種目に限り無料とする。   

     ※（４）（５）については『個人エントリー』『リレーエントリー』の該当欄に１を入力すること。ただ

し該当種目に限る（少年種目はのぞく）。  

 （６） 招待レース参加者は無料とする。 

８．プ ロ グ ラ ム（予約販売） 

 （１） １部１，０００円（大会当日の販売は１，２００円） 

 （２） 予約でのプログラム購入希望者は、『基本データ』の該当欄に申込み部数を入力し、参加料とともに払

い込むこと。 

 （３） 本大会は、参加者（チーム）への無料配布は行わない。 

 （４） 大会当日、補助競技場と主競技場玄関付近に閲覧用プログラムを置く。 
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９．申 込 期 間 

平成３０年５月３０日（水）～６月１３日（水）必着 （必着しない場合は受理しない） ５月３０日より前に 

      申し込まないこと。 

 （１） 参加料は、７に記載のとおり払込取扱票で納入することとし、『大会出場申込一覧表』などと同封し

て送金しないこと。参加料の払込期限は、平成３０年６月２９日（金）とする。 

 （２） 申し込み後、１週間以内に受付完了メールを返信する。到着しない場合は問い合わせること。 

10．申 込 先 

                         メールアドレス   kyosen@krk26.jp 

      〈問い合わせ先）〒615-0872 京都市右京区西京極南衣手町 57－2     (一財) 京都陸上競技協会（宛） 

                        Tel: 075-322-5500  Fax: 075-322-5501 

11．申 込 方 法 

 （１） Ｐ161 の「京都陸上選手権大会申込一覧表入力について」に従って、京都陸上競技協会のホームページ 

（申込書ダウンロード→申込作成ファイル）からダウンロードした「基本データ」「個人エントリー」 

     「リレーエントリー」を入力し、エクセルデータのまま、「Ｅ‐ｍａｉｌ」にて申込先に期日までに送 

  信すること。一覧表に直接入力しないこと。種別は少年Ａ・少年Ｂ・少年共通種目のみ入力すること。

  京都選手権種目は空欄にしておくこと。前年度のファイルを使用しないこと。 

メールの件名及びファイル名には必ず所属団体名をつけること。 

 （２） プリントアウトした「一覧表個人」「一覧表リレー」は送付しなくてもよいが、当日持参すること。 

 （３） タイムテーブル及びスタートリストは、約２週間前にホームページに掲載する。 

12．競技について 

 （１） 競技場の走路は１３mm の厚さの全天候舗装である。（スパイクのピンは、長さは９mm を越えてはな

らない）日本陸上競技連盟競技規則 

 （２） 本大会のナンバーカードは、陸協登記登録番号を使用すること。ただし、大学生は学連登録番号、高

校生は高体連登録番号、中学生は学校番号に個人枝番号を付けそれぞれ使用すること。 

 （３） トラック競技種目に出場する競技者は腰ナンバーカード(シール式)を右腰後方に貼り付けること。なお、

腰ナンバーカードは競技者係にてレースごとに、レーン番号と同じ番号を配布する。 

 （４） 申込み後、大会当日やむを得ず棄権する場合は事前に、必ず届け出ること（競技者係） 

 （５） トラック種目で次のラウンドに進むとき、同記録者が複数もしくは多数の場合は、 

①写真判定の比較  

②抽選の順 

で次ラウンド進出者を決定する。 

13．表    彰 

 （１） 各種目の優勝者には、選手権章を授与する。 

 （２） 各種目の３位までの入賞者に、賞状を授与する。 

 （３） 男子最優秀競技者には湯浅佑一杯を、女子最優秀競技者には大谷光暢杯を授与する。 

 （４） ジュニアの最優秀競技者（国体選考種目を含む）には大江政一杯を授与する。 

 （５） 前年度の京都記録更新者及び各部門別京都記録更新者には、本大会で表彰式を行い京都記録章・最優

秀選手章を授与する。該当者には本協会より事前に連絡するので、必ず出席（代理可）すること。 

14．近畿選手権大会の出場 

 （１） 本大会の６位入賞者、チームはそれぞれ近畿選手権大会に出場することができる。ただし、６位まで

に他府県登録者、リレーチームがいる場合は、順位が付く者（チーム）を繰上げて、申込み（出場）

を認めることがある。 

 （２） 近畿選手権大会出場希望者は、決勝終了後直ちに参加料をそえて、所定の手続きを完了すること。 

参加料 個人種目：2,000 円・リレー種目：4,000 円・混成競技種目：4,000 円・プログラム代：1,000 円（１冊） 

 （３） 本大会に参加しない者は原則として近畿選手権大会の申込み（出場）することはできない。 

 （４） 少年共通・Ａ・Ｂの部だけに参加した者の近畿選手権大会の申込み（出場）は、該当出場種目の成績

（記録）によって認めることがあるので、希望者は競技終了後直ちに申し出ること。 

 （５） 本大会に都合で出場せず、推薦で近畿選手権大会の申込み（出場）を希望する競技者は、本大会に出

場できない理由を本大会「申込期日」６月１３日までにその旨文書で提出すること。審査の結果推薦

による申込み（出場）を認めることもある。 
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15．招待レース  

 

 

 

 

 

※ 第３３回全国小学生交流大会京都府予選会の上記種目、８位入賞者（チーム）を招待する。出場希望者 

（チーム）は予選会当日に、所定の手続きを完了すること 

16．参加標準記録 

男  子 女  子 

一般の部 
 京都登録選手 

標準記録 
他府県登録選手  

標準記録  
一般の部 

 京都登録選手 
標準記録 

他府県登録選手  
標準記録 

１００ｍ 11"14 10"69 １００ｍ 13"24 12"49 

２００ｍ 23"04 21"99 ２００ｍ 26"24 25"99 

４００ｍ 51"34 49"49 ４００ｍ 1'01"64 58"99 

８００ｍ 2'02"00 1'58"00 ８００ｍ 2'32"00 2'20"00 

１５００ｍ 4'08"00 4'00"00 １５００ｍ 5'00"00 4'50"00 

５０００ｍ 15'20"00 14'45"00 ３０００ｍ 10'30"00  

１００００ｍ 32'00"00 30'00"00 ５０００ｍ 18'20"00 17'00"00 

１１０ｍＨ 16"34 14"99 １００００ｍ 36'30"00 36'00"00 

４００ｍＨ 56"64 53"00 １００ｍＨ 16"04 14"99 

３０００ｍＳＣ 10'00"00 9'30"00 ４００ｍＨ 1'05"64 1'03"00 

１００００ｍＷ 設定なし 47'00"00 ３０００ｍＳＣ 設定なし 11'30"00 

４×１００ｍ 設定なし 41"99 １００００ｍＷ 設定なし 55'00"00 

４×４００ｍ 設定なし 3'23"00 ４×１００ｍ 設定なし 49"49 

走 高 跳 1m85 2m05 ４×４００ｍ 設定なし 4'00"00 

棒 高 跳 4m00 4m80 走 高 跳 1m50 1m70 

走 幅 跳 6m60 7m20 棒 高 跳 2m70 3m20 

三 段 跳 13m60 14m70 走 幅 跳 5m10 5m60 

砲 丸 投 9m00 (11m00) 14m00 三 段 跳 10m50 11m70 

円 盤 投 28m00 (33m00) 40m00 砲 丸 投 設定なし 12m75 

ハンマー投 38m00 (43m00) 50m00 円 盤 投 20m00 41m00 

や り 投 52m00 60m00 ハンマー投 設定なし 45m00 

10 種競技 5000 点 6500 点 や り 投 25m00 45m00 

 ※（ ）内は高校生用の重さでの記録 ７種競技 3500 点 4500 点 

少年の部 
 京都登録選手 

標準記録 

 

 
少年の部 

 京都登録選手 
標準記録 

 

少共１１０ｍＪＨ 設定なし 少Ｂ１００ｍ 14"14 

少共円盤投 25m00 少Ｂ１５００ｍ 5'20"00 

少Ａハンマー投 40m00 少Ｂ１００ｍＹＨ 設定なし 

少共５０００ｍＷ 設定なし 少Ｂ走幅跳 設定なし 

少Ｂ１００ｍ 12"14 

少Ｂ３０００ｍ 10'30"00 

少Ｂ走幅跳 6m00 

少Ｂ砲丸投 設定なし 

(注) 少年Ｂの部に中学１・２年生も出場できる。ただし、国体には出場することはできない。 
 

① 男子共１１０ｍH は、高さ０．９９０ｍ／間９．１４ｍで実施する。 

② 女子 B１００ｍＹH は、高さ０．７６２ｍ／間８．５ｍで実施する。 

③ 男子 B 砲丸投は、重さ５．０ｋｇで実施する。 

招待チーム・選手 種  目 男女各々・チーム数・人数 

 
小 学 生 
５・６年生 

 
男 

 ・ 
 女 

４×１００ｍ ８チーム １６チーム 

１００ｍ ５・６年生各８名 ３２名 

走 幅 跳 ５・６年生併せて８名 １６名 

友好１００ｍ リレーの補欠・男女混合レース 若干名 




