第５７回京都 府高等学 校 春季陸上 競 技大会 要 項
１．主

催

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

２．後

援

３．期

日

令和４年４月１０日（日）

４．場

所

たけびしスタジアム京都・同補助競技場

５．種

目 【男子の部】
（２０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
【女子の部】
（１９種目）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 5000mW
走高跳 棒高跳 走幅跳

4×100mR 4×400mR

三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投

６．出場制限

１種目１校３名以内。１人１種目（リレーは除く）
。

７．出場資格

⑴ 令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
⑵ 未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。

８．競技方法

トラックはタイムレースとする。

９．表

各種目３位までの入賞者に賞状を授与する。
（表彰式は実施しない）

彰

10．参 加 料

１人１種目 ５００円

リレー１チーム １２００円

11．申込期限

エントリー入力期間は３月１５日～３月３０日まで。申込書類一式(校長印要)は３月３１日（木）まで
に必着（厳守）
【申込みが早く、短期間なので注意してください】

12．申込場所

〠 612－8026 京都市伏見区桃山町伊賀50 京都橘高等学校内 松本 幸之 (宛)
☎:075-623-0066

13．そ の 他

⑴ 市内ブロックの者はそれぞれの種目で６位以内に入賞すれば、京都府高等学校陸上競技選手権大
会(京都Ｉ・Ｈ）の出場資格を得る。
⑵ プログラムは１校１冊配布する。それ以上必要な学校は申込み時に部数を記入すること（実費購入）
。
⑶ 全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについて
もシューズ規定に則したものを使用すること。
⑷ 競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
（尚、競技ダイヤは昨年と同様と
するが、出場人数などにより競技時間は若干の変更はある。
）
⑸ リレーのオーダー用紙は、大会初日の受付時に配布する。
⑹ 競技場の中に商品名・商社名のついた衣類・バック類を持ち込む場合は、日本陸上競技連盟規則に従うこと。
また、携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止する。

「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

第７５回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会
市内ブロック予選会 要項
１．主
２．後
３．期
４．場
５．種

催
援
日
所
目

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

令和４年５月３日（火・祝）
・５月４日（水・祝）
たけびしスタジアム京都・同補助競技場
【男子の部】
（１８＋３種目） [
]はｵｰﾌﾟﾝ種目
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 [８種競技]
【女子の部】
（１７＋３種目） [
]はｵｰﾌﾟﾝ種目
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 [７種競技]
⑴ １種目１校４名以内。１人３種目以内（オープンを除く）
。
６．出場制限
⑵ 市内ブロック（須知高校以南）の学校の生徒とする。
⑶ 同一学年での出場は１回（１年度）限りとする。
⑷ 全国高等学校定時制通信制大会出場校の参加は認めない。
⑸ 混成競技は、令和3年4月1日以降標準記録を2種目以上突破していること。尚、エントリー時、
申込一覧表に突破種目・記録・大会名・日付を自筆で記入すること。
７．出場資格
⑴ 令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
⑵ 未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。
８．競技方法
⑴ トラックはタイムレースとする。
⑵ フィールド種目（走高跳、棒高跳を除く）は３回の試技とする。
９．参 加 料
１人１種目 ５００円
リレー１チーム １２００円
混成競技 ２０００円
10．申込期限
エントリー入力期間は４月４日～４月１８日まで。申込書類一式(校長印要)は４月２０日（水）まで
に必着（厳守）
11．申込場所
〠 615-0074 京都市右京区山ノ内苗町37
京都外大西高等学校内 中井 祥太（宛）
☎ 075-321-0712
12．そ の 他
⑴ プログラムは１校１冊配布する。それ以上必要な学校は申込み時に部数を記入すること（実費購入）
。
⑵ 全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについて
もシューズ規定に則したものを使用すること。
⑶ 競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
（尚、競技ダイヤは昨年と同様とす
るが、出場人数などにより競技時間は若干の変更はある。
）
⑷ リレーのオーダー用紙は、大会初日の受付時に配布する。
⑸ 競技場の中に商品名・商社名のついた衣類・バック類を持ち込む場合は、日本陸上競技連盟規則に従う
こと。また、携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止する。
13．京都府高等学校陸上競技対校選手権大会（京都Ｉ．Ｈ）出場参加資格
⑴ 本大会（市内ブロック予選会）において、それぞれの種目で参加資格をすでに取得している者を除く
３０位以内の者と３０位と同記録の者。
⑵ 昨年度（令和３年度）京都高校３０傑のうち、３年生と両丹の選手を除く、上位５位までの者。
⑶ 第57回京都府高等学校春季陸上競技大会において、それぞれの種目で６位以内の者。
※上記⑴⑵⑶のそれぞれについてはその種目に限る。
※上記⑵⑶での参加資格を取得していても､本大会にエントリーすることができる。３０位以内に入らなくて
も資格を失うことはない。
※上記⑵において同校の者が４名以上入っていても、該当者すべてに権利がある。
⑷混成競技は、令和４年４月１日以降標準記録を２種目以上突破していること。
エントリー時、申込一覧表に突破種目・記録・大会名・日時を自筆で記入すること。
「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

第７５回 京都府高等学校総合体育大会
（市内ブロック） 要項
１．主
２．後
３．期
４．場
５．種

催
京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会・京都府・京都府教育委員会・京都市教育委員会
援
京都新聞
日
令和４年５月２１日（土）
・２２日（日）
所
たけびしスタジアム京都・同補助競技場
目 【男子の部】 ※[5000mW]は３学年同一レースで実施する。
１部（１年） 100m 200m 800m 3000m 110mJH 4×100mR ※5000mW
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投
２部（２年） 100m 400m 1500m 5000m 110mH 4×100mR ※5000mW
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 ハンマー投 やり投
３部（３年） 100m 400m 800m 5000m 110mH 400mH 3000mSC 4×400mR ※5000mW
走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 円盤投 ハンマー投 やり投
【女子の部】 ※[5000mW]は３学年同一レースで実施する。
１部（１年） 100m 200m 800m 1500m 100mH
4×100mR
※5000mW
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投
２部（２年） 100m 400m 1500m 3000m 100mH
4×100mR
※5000mW
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 ハンマー投 やり投
３部（３年） 100m 400m 1500m 3000m 100mH 400mH 4×100mR ※5000mW
走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 円盤投 ハンマー投 やり投
６．出場制限
１人１種目（リレーは除く）
。１校１種目２名以内。
７．出場資格
⑴ 令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
⑵ 未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。
８．競技方法
⑴ 学校対校（１・２・３年、男・女別）とする。
⑵ 男・女別の合計得点によって学校順位を決定する。
９．表
彰
⑴ 学年男・女別総合３位まで表彰する。
⑵ 個人は男・女とも３位まで表彰する。
10．参 加 料
無
料
11．申込期限
エントリー入力期間は４月２５日～５月９日まで。申込書類一式(校長印要)は５月１０日（火）ま
でに必着（厳守）。
12．申込場所

〠 617-0843

京都府長岡京市友岡1-1-1

京都府立乙訓高等学校内 白石 晴奈 (宛)

☎:075-601-8387
13. そ の 他

⑴ 競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
（尚、競技ダイヤは昨年と同様とするが、出場人数などにより競技時間は若干の変更ある。
）

⑵ 全天候舗装のため、スパイクのピンは９mm以下のピンを使用すること。走高跳・やり投は12mm以下
のピンを使用すること。
⑶ プログラムは１人１冊責任購入する。
（学校には１冊無料配布）
⑷ リレーのオーダー用紙は、受付時に配布する。
「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

第７５回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会
兼 第７5回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 京都府予選会 要項
＜ 京 都 Ｉ．Ｈ ＞
１．主
２．後
３．期
４．場
５．種

催
援
日
所
目

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会
京都府教育委員会
令和４年６月３日（金）
・４日（土）
・５日（日）
たけびしスタジアム京都・同補助競技場
【男子の部】
（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 ８種競技
【女子の部】
（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 ７種競技
６．出場制限
（全国高等学校定時制通信制大会出場者の参加は認められない）
⑴ １種目１校３名以内、リレーは１校１チーム４～６名として、１人３種目以内（ただし、リレーは
除く）
。
⑵ 地区予選会への参加は、各種目とも都道府県予選会上位６名までの入賞者とする。
ただし、競歩種目・混成競技・女子（棒高跳・三段跳・ハンマー投）は上位４名までの入賞者とする。
⑶ 年齢は本年４月２日を起算とし、１９歳未満の者とする。
ただし、同一学年での出場は１回（１年度）限りとする。
⑷ 市内ブロック者の出場参加資格
② 市内ブロック予選会において、それぞれの種目で３０位以内の者と３０位と同記録の者。
②昨年度（令和３年度）京都高校３０傑のうち、３年生と両丹の選手を除く、上位５位までの者。
③「第５７回京都府高等学校春季陸上競技大会」において、それぞれの種目で６位以内の者。
※上記①②③のそれぞれについてはその種目に限る。
※上記②において同校の者が４名以上入っていても、該当者すべてに権利がある。
⑸ 両丹ブロック者の出場参加資格
両丹Ｉ．Ｈ要項の出場制限に記載のとおりとする。
⑹ 混成競技は、令和４年４月１日以降標準記録を２種目以上突破していること。
エントリー時、申込一覧表に突破種目・記録・大会名・日時を自筆で記入すること。
７．出場資格
⑴ 令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
⑵ 未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。
８．競技方法
⑴ 学校対校とする。
⑵ 種目得点は１位８点・２位７点・３位６点・４位５点・５位４点・６位３点・７位２点・８位１点とする。
⑶ 男女別の合計得点によって学校順位を決定する。
９．表
彰
⑴ 男子総合優勝校に塚本簫之助氏杯を、女子総合優勝校に大谷裏方杯を授与する。
（前年度総合優勝
校にはレプリカを授与する）
⑵ 男子優秀選手に藤原弘道氏杯を、女子優秀選手に辻本一郎氏杯を授与する。
⑶ 種目別優勝杯
【男子の部】 100m
行待氏杯
200m
平野氏杯
400m
木村氏杯
800m
八木氏杯
1500m
芝田氏杯
5000m
野田氏杯
110mH
川野氏杯
400mH
塩尻氏杯
3000mSC
梅原氏杯
5000mW
前田氏杯
4×100mR
田淵氏杯
4×400mR 高木氏杯
走高跳
朝隈氏杯
棒高跳
西山氏杯
走幅跳
北野氏杯
三段跳 筒井氏杯
砲丸投
中坂氏杯
円盤投
池永氏杯
ハンマー投 澤田氏杯
やり投 安田氏杯
８種競技 吉田氏杯 優勝校部長 田中氏杯
800m
片岡氏杯
【女子の部】 100m
平岡氏杯
200m
関本氏杯
400m
城 氏杯
1500m
小山氏杯
3000m
長澤氏杯
100mH
大澤氏杯
400mH
増田氏杯
走高跳 能勢氏杯
5000mW
桝岡氏杯
4×100mR 小池氏杯
4×400mR
花田氏杯
棒高跳
細見氏杯
走幅跳
森 氏杯
三段跳
杉岡氏杯
砲丸投 柴田氏杯
円盤投
能勢氏杯
ハンマー投 田中氏杯
やり投
髙橋氏杯
７種競技 原田氏杯

優勝校部長 阿部氏杯
⑷ 団体男女とも総合得点順位６位、トラック競技３位、フィールド競技３位まで表彰する。
⑸ 個人種目は３位まで賞品、６位までに賞状を授与する。
10．参 加 料
11. 申込期限

12. 申込場所
13. そ の 他

１人１種目 ５００円
リレー１チーム １２００円
混成競技 ２０００円
エントリー入力期間は５月６日～５月１９日まで。申込書類一式(校長印要)は５月２０日（金）までに
必着（厳守）
。手渡しの場合は５月２１日（高校総体初日）まで認める。なお、両丹ブロックに関して
は５月２０日までに送付（必着）するか、５月２１日に両丹委員長に手渡しをすること。
〠 610‐0117 城陽市枇杷庄京縄手46-1 京都府立西城陽高等学校内 金見 紀宜（宛）
☎:0774-53-5455
⑴ プログラムは１人１冊責任購入する（学校には１冊を無料配布）
。
⑵ 開会式は６月３日（金） ９：００ に行います。
⑶ 各賜杯は６月３日（金） ８：４５ までに大会本部に返還のこと。
⑷ 競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
（尚、競技ダイヤは昨年と同様
とするが、出場人数などにより競技時間は若干の変更はある。
）
⑸ 全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについて
もシューズ規定に則したものを使用すること。
⑹ 競技場の中に商品名・商社名のついた衣類・バック類を持ち込む場合は、日本陸上競技連盟規則
に従うこと。また、携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止する。
⑺ リレーのオーダー用紙は、大会初日の受付時に配布する。

「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

令和４年度 Ｓummer Festival ２０２２ 要項
【ＳＵＭＭＥＲ ＧＡＭＥ ２０２２】
１．主

催

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

２．後

援

３．期

日

令和４年７月２３日（土）

４．場

所

たけびしスタジアム京都・同補助競技場

５．種

目 【男子の部】
（１９種目）
100m 200m 300ｍ 400m 800m 1500m

110mＪH 110mH 300mH 400mH 4×100mR

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
【女子の部】
（１９種目）
100m 200m 300m 400m 800m 1500m 100mYH 100mH 300mH 400mH 4×100mR
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
６．出場制限

(1)29日のSUMMER CHALLENGEと合わせて１人３種目（ただし１日２種目まで）
、リレーは１校１チーム
とする。全国ＩＨ出場者は全国ＩＨ出場種目（１種目のみ）を別に出場することができる。
なお、全国ＩＨ出場種目が今大会になく出場を希望する場合には競技部主任まで連絡をすること。
【男女300ｍ・110ｍＪＨ・100ＹＨ・男女300ｍＨ】も種目数に含む。
(2)【男女300ｍ・110ｍＪＨ・100ＹＨ・男女300ｍＨ】に出場できるのは2005年1月1日以降に生ま
れた者とする。この種目に関しては標準記録を設定することがある。
（3)各校の種目ごとの出場人数制限は設けない。

７．出場資格

(1)令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
(2)未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。

８．競技方法

(1) トラック種目はタイムレースとする。競技運営上、２次レースを実施する場合がある。

(2) フイールド種目（走高跳・棒高跳は除いて）は競技運営上トップ８方式を実施しない場合があ
る。
９．参 加 料

１種目 ５００円

リレー１チーム １２００円

ただし、全国ＩＨに出場する選手の当該種目またはそれに準ずる種目に参加の場合は１種目のみ参加
料は徴収しない。
10. 申込期限

エントリー入力期間は６月２２日～７月６日まで。申込書類一式(校長印要)は７月８日（金）までに
必着（厳守）

11. 申込場所

〠 606-0015

京都府京都市左京区岩倉幡枝町2105 京都府立北稜高等学校 松木 良平 (宛)

☎:075-701-2900
12. そ の 他

(1)プログラムは１校１冊配布する。それ以上必要な学校は申込み時に部数を記入すること（実費購
入）
。
(2) 全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについ
てもシューズ規定に則したものを使用すること。
(3)競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
(4)リレーのオーダー用紙は、大会初日の受付時に配布する。
(5)競技場の中に商品名・商社名のついた衣類・バック類を持ち込む場合は、日本陸上競技連盟規則に
従うこと。また、携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止する。

「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

【ＳＵＭＭＥＲ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ２０２２】
１．主

催

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

２．後

援

３．期

日

令和４年７月２９日（金）

４．場

所

たけびしスタジアム京都・同補助競技場

５．種

目 【男子の部】
（１６種目）
100m 200m 300ｍ 800m 3000ｍ 110mＪH 300mH

5000ｍＷ

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
【女子の部】
（１５種目）
100m 200m 300m

800m 3000m 100mYH

300mH

5000ｍＷ

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
６．出場制限

(1) 22日のSUMMER CHALLENGEと合わせて１人３種目（ただし１日２種目まで）
(2)【男女300ｍ・男女300ｍＨ】に出場できるのは2005年1月1日以降に生まれた者とする。この種目に
関しては標準記録を設定することがある。
(3)投てきの重さが変更される場合がある。
(4)各校の種目ごとの出場人数制限は設けない。

７．出場資格

(1)令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
(2)未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。

８．競技方法

(1)トラック種目はタイムレースとする。競技運営上、２次レースを実施する場合がある。
エントリーの状況によっては男女3000ｍ・男女5000ｍＷはサブトラックで実施することもある。

(2) フィールド種目は競技運営上、試技数に変更を行う可能性がある。
（エントリー数で判断する）
（例）走高跳・棒高跳：連続する２回の失敗試技で、競技終了とする。
走高跳・棒高跳以外：全ての競技者に２回の試技が与えられる。試技２回終了時点の上位８～
１２名には、さらに２回の試技が与えられる。
９．参 加 料

１種目 ５００円

10. 申込期限

エントリー入力期間は６月２２日～７月６日まで。申込書類一式(校長印要)は７月８日（金）までに
必着（厳守）

11. 申込場所

〠 606-0015

京都府京都市左京区岩倉幡枝町2105 京都府立北稜高等学校 松木 良平 (宛)

☎:075-701-2900
12. そ の 他

(1)プログラムは１校１冊配布する。それ以上必要な学校は申込み時に部数を記入すること（実費購
入）
。
(2)全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについ
てもシューズ規定に則したものを使用すること。
(3)競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
(4)競技場の中に商品名・商社名のついた衣類・バック類を持ち込む場合は、日本陸上
競技連盟規則に従うこと。また、携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止する。

「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

第５５回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権 要項
１．主

催

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

２．後

援

３．期

日

令和４年８月２２日（月）
・２３日（火）
・２４日（水）

４．場

所

たけびしスタジアム京都・同補助競技場

５．種

目

【男子１年の部・２年の部】
（２０種目）
100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 110mH 400mH 3000mSC 5000W
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
【共通の部】4×100mR 4×400mR
【女子１年の部・２年の部】
（１９種目）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 5000W
走走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投
【共通の部】

６．出場制限

4×100mR 4×400mR

(1)各学年１校１種目２名以内｡リレーは１校１チーム｡１人２種目以内（ただし、リレーは除く）
。
(2)近畿大会出場権は学年男女別各種目上位３名とする。リレー種目は１･２年共通で上位６位までとする。
(3)同一学年での出場は１回（１年度）限りとする。

７．出場資格

(1)令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
(2)未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。
(3)高等学校１・２年生の在学生であること。

８．競技方法

(1)学校対校（１・２年、男・女別）とする。ただし、リレー種目の得点は、総合にのみ加点する。
(2)男・女別の合計得点によって学校順位を決定する。

９．表

彰

(3)学年男・女別総合３位まで表彰する。 ⑵ 個人は男・女とも３位（リレーは６位）まで表彰する。

10．参 加 料

１種目 ５００円

リレーは１チーム １２００円

11．申込期限

エントリー入力期間は７月２１日～８月４日まで。申込書類一式(校長印要)は８月５日（金）までに
必着（厳守）

12. 申込場所

〠 616-8353

京都市右京区嵯峨大沢柳井手町

京都府立北嵯峨高等学校内 辻井 亮太 (宛)

☎：0774-52-681
13．そ の 他

(1)プログラムは１校１冊配布する。それ以上必要な学校は申込み時に部数を記入すること（実費購入）
。
(2) 全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについ
てもシューズ規定に則したものを使用すること。
(3)競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
（尚、競技ダイヤは昨年と同様とす
るが、出場人数などにより競技時間は若干の変更はある。
）
(4)リレーのオーダー用紙は、大会初日の受付時に配布する。
(5)競技場の中に商品名・商社名のついた衣類・バック類を持ち込む場合は、日本陸上競技連盟規則に従うこ
と。また、携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止する。

「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

第５７回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 要項
１．主

催

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

２．後

援

３．期

日

令和４年１０月８日（土）
・９日（日）

４．場

所

たけびしスタジアム京都・同補助競技場

５．種

目

【男子の部】
（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 ８種競技

【女子の部】
（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 ７種競技
６．出場制限

⑴ １人２種目以内、１校１種目３名以内とする（ただし、リレーは除く。）
⑵ 混成競技は、令和４年４月１日以降標準記録を２種目以上突破していること。

７．出場資格

⑴ 令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
⑵ 未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。
⑶ 高等学校１・２年生の在学生であること。

８．競技方法
９．表

彰

学校対校とする。男女別の合計得点によって学校順位を決定する。
⑴ 男女総合優勝校に優勝楯を授与する。
⑵ 男女各１名に優秀選手賞（塩見寛氏杯：レプリカ）を授与する。
⑶ 男女別総合３位まで表彰する。
⑷ 個人優勝者にはメダルを授与する。
⑸ 個人は男女とも３位まで表彰する。

10．参 加 料

１人１種目 ５００円

リレー１チーム １２００円

混成競技 ２０００円

11. 申込期限

エントリー入力期間は９月８日～９月２３日まで。申込書類一式(校長印要)は９月２６日（月）までに
必着（厳守） ＊両丹については別途連絡します。

12．申込場所

〠 601-8348

京都府京都市南区吉祥院観音堂町41 京都市立塔南高校 佐藤 隼平 (宛)

☎:075-681-0701
13. そ の 他

⑴ プログラムは１校１冊配布する。それ以上必要な学校は申込み時に部数を記入すること（実費購入）
⑵ 全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについ
てもシューズ規定に則したものを使用すること。
⑶ 競技時間と組み合わせはアスリートランキング.comで公開する。
⑷ リレーのオーダー用紙は、大会初日の受付時に配布する。
⑸ 競技場の中に商品名・商社名のついた衣類・バック類を持ち込む場合は、日本陸上競技連盟規則に従う
こと。また、携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止する。

「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

男子 第７３回 京都府高等学校駅伝競走大会
兼 第７３回 全国高等学校駅伝競走大会京都府予選会
兼 第７３回 近畿高等学校駅伝競走大会京都府予選会
１．主

催

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

２．後

援

毎日新聞社・京丹波町・京都府教育委員会・京都市教育委員会

３．日

時

令和４年１１月６日（日） １２：００スタート予定（雨天決行）

４．場

所

京都府立 丹波自然運動公園 周辺コース

５．距離と区間

４２．１９５㎞ ７区間
第１区10.0㎞ 第２区 3.0㎞ 第３区 8.1075㎞ 第４区 8.0875㎞
第５区 3.0㎞ 第６区 5.0㎞ 第７区 5.0㎞

６．競 技 方 法

[1] 学校対校とする。
[2] チームは監督１名、選手１０名とし、申込み後の選手変更は認めない。
[3] 引継ぎはタスキを用いる。
（長さ1.4m 幅５㎝)。タスキには校名を記入し、参加校にて作成するこ
と。
[4] 競技には一切の伴走を認めない。
[5] 各校指定のアスリートビブスを必ず背・胸部に四隅をしっかり付けること。胸は学校指定ナンバ
ーを、背は上に学校指定ナンバーを下に校名を黒字で明記し、それぞれに区間番号を黒字で書き
入れること。
※＜競技会参加についての注意事項＞を参照すること。
[6] 正式オーダーは監督会議受付時に提出すること。

７．合同チーム
参加規定

オープン参加として、合同チームの参加を認める。
[1] 合同チーム編成の校数については制限しない。
[2] アスリートビブスについては、別ナンバーを指定する。
[3] 合同チームは、近畿・全国大会出場の対象としない。
[4] 合同チームの選手は、区間賞の対象にはならない。
[5] １校から複数の合同チームへの選手参加は認めない。（１校から１チームへの参加のみ）
[6] 学校対校での出場校からは合同チームへの参加は認めない。
[7] 合同チームへの参加申し込みは下記10.申込期日と同様。（合同チーム用を使用のこと）

８．出 場 資 格

[1] 令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
[2] 未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。

９．表

彰

[1] 優勝校には、優勝旗を授与する。
[2] 第１位から第３位までに賞品、第６位までに賞状を授与する。
[3] 区間第１位の者には、区間賞を授与する。
[4] 前年度優勝校には、レプリカを贈る。

10．申 込 期 限

令和４年 １０月２４日（月）までに必着
《重要》 書留郵便又は簡易書留郵便以外は受け付けない。
《重要》 参加申込用紙は、アスリートランキング.com京都府高校駅伝のページからダウンロードし
てください。

11．申 込 場 所

〠610‐0117 城陽市枇杷庄京縄手46-1

京都府立西城陽高等学校内 金見 紀宜（宛）

☎:0774-53-5455
12．参 加 料

１チーム ７０００円

13．選 手 変 更

監督会議終了後から大会当日までの選手変更は､大会当日午前８時００分から８時１５分の間に「選
手変更届」用紙により総務まで届出ること。この場合、医師の診断証明書を添付すること。

14．監 督 会 議

日 時 １１月５日（土）１５時００分

場 所 京都トレーニングセンター研修室
（丹波自然運動公園内）

《重要》 監督は全員必ず出席のこと。出席しない時は大会に出場できない。
15．開 会 式

１１月 ６日（日） ９時００分（予定） 陸上競技場内

16．閉 会 式

１１月 ６日（日）１５時００分（予定） 陸上競技場内

17．備

[1] 全国ならびに近畿高等学校代表校は大会終了後発表する。

考

[2] 全国大会の出場権を得た学校は、必ず近畿高等学校駅伝に参加するものとする。代表校には
閉会式後詳細を要項にて伝達する。
[3] 事故ある場合は、参加校にて責任をもつこと。ただし、救護車は本部にて準備する。
[4] 走者は左側を走らなくてはならない。
[5] アト１㎞地点は標識で示す。
[6] 選手の変更は控えをその区間の交代として補充すること。
[7] その他駅伝競技規定に基づいて実施する。
[8] 宿泊は学校ごとに直接自然公園事務所・宿泊所に申し込んでください。
事務所 ☎:0771-82-0300

宿泊所 ☎:0771-82-1045

[9] 大会当日の審判数は、男女出場の場合３人、男または女のみの場合２人、合同の場合は各校１
人とする。顧問が１名の場合は、ＯＢも可とする。
[10] 合同チームにて参加を希望する場合、顧問間で調整するか、京都府高校ユース時に出場希望校の
顧問間で調整できる場を設ける。
18．そ の 他

学校指定のナンバー及びその他は＜競技会参加についての注意事項＞を参照すること。

男子用アスリートビブス例（サイズは16cm×24cm）

胸 部
学校指定
ナンバー

５０－２

背 用
学校指定
ナンバー
区間番号
学校名

５０－２

区間番号

○ ○ ○

※男子は全てを黒字で作成する。駅伝用アスリートビブスも大きさ数字の幅は競技会用「アスリートビブス」と同様とする。
※合同チームの場合は、学校指定番号の代わりに指定される「合同０１」などのチーム名を記入すること。
また、背部用の学校名は、所属学校名を記入すること。
「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

女子 第３９回 京都府高等学校駅伝競走大会
兼 第３４回 全国高等学校駅伝競走大会京都府予選会
兼 第３８回 近畿高等学校駅伝競走大会京都府予選会
１．主

催

京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会

２．後

援

毎日新聞社・京丹波町・京都府教育委員会・京都市教育委員会

３．日

時

令和４年１１月６日（日） ９：４０スタート予定（雨天決行）

４．場

所

京都府立 丹波自然運動公園 周辺コース

５．距離と区間

６．競技方法

２１．０９７５㎞ ５区間
第１区 ６．０㎞

第２区 ４．０９７５㎞

第４区 ３．０㎞

第５区 ５．０㎞

第３区 ３．０㎞

[1] 学校対校とする。
[2] チームは監督１名、選手８名とし、申し込み後の選手変更は認めない。
[3] 引継ぎはタスキを用いる。(長さ1.4m 幅５㎝)タスキには校名を記入し､参加校にて作成するこ
と。
[4] 競技には一切の伴走を認めない。
[5] 各校指定のナンバーカードを必ず背・胸部に四隅をしっかり付けること。胸は学校指定ナンバ
ーを、背は上に学校指定ナンバーを下に校名を赤字で明記し、それぞれに区間番号を赤字で書
き入れること。
※＜競技会参加についての注意事項＞を参照すること。
[6] 正式オーダーは監督会議受付時に提出すること。

７．合同チーム
参加規定

オープン参加として、合同チームの参加を認める。
[1] 合同チーム編成の校数については制限しない。
[2] ナンバーカードについては、別ナンバーを指定する。
[3] 合同チームは、近畿・全国大会出場の対象としない。
[4] 合同チームの選手は、区間賞の対象にはならない。
[5] １校から複数の合同チームへの選手参加は認めない。（１校から１チームへの参加のみ）
[6] 学校対校での出場校からは合同チームへの参加は認めない。
[7] 合同チームへの参加申し込みは、下記10.申込期日と同様（合同チーム用を使用のこと）。

８．出 場 資 格

[1] 令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る
[2] 未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
。

９．表

彰

[1] 優勝校には、優勝旗を授与する。
[2] 第１位から第３位までに賞品、第６位までに賞状を授与する。
[3] 区間第１位の者には、区間賞を授与する。
[4] 前年度優勝校には、レプリカを贈る。

10．申 込 期 限

令和４年 １０月２４日（月）までに必着
《重要》 書留郵便又は簡易書留郵便以外は受け付けない。
《重要》 参加申込用紙は、アスリートランキング.com京都府高校駅伝のページからダウンロードし
てください。

11．申 込 場 所

〠 610‐0117 城陽市枇杷庄京縄手46-1
☎:0774－53-5455

京都府立西城陽高等学校内 金見 紀宜（宛）

12．参 加 料

１チーム ５０００円

13．選 手 変 更

監督会議終了後から大会当日までの選手変更は､大会当日午前８時００分から８時１５分の間に「選
手変更届」用紙により総務まで届出ること。この場合、医師の診断証明書を添付すること。

14．監 督 会 議

日 時 １１月５日（土）１５時００分

場 所 京都トレーニングセンター研修室
（丹波自然運動公園内）

《重要》 監督は全員必ず出席のこと。出席しない時は大会に出場できない。
15．開 会 式

１１月 ６日（日） ９時００分（予定） 陸上競技場内

16．閉 会 式

１１月 ６日（日）１１時３０分（予定） 陸上競技場内

17. 備

考

[1] 全国ならびに近畿高等学校代表校は大会終了後発表する。
[2] 全国大会の出場権を得た学校は、必ず近畿高等学校駅伝に参加するものとする。代表校には閉
会式後詳細を要項にて伝達する。
[3] 事故ある場合は、参加校にて責任をもつこと。ただし、救護車は本部にて準備する。
[4] 走者は左側を走らなくてはならない。
[5] アト１㎞地点は標識で示す。
[6] 選手の変更は控えをその区間の交代として補充すること。
[7] その他駅伝競技規定に基づいて実施する。
[8] 宿泊は学校ごとに直接自然公園事務所・宿泊所に申し込んでください。
事務所 ☎:0771-82-0300

宿泊所 ☎:0771-82-1045

[9] 大会当日の審判数は、男女出場の場合３人、男または女のみの場合２人、合同の場合は各校１
人とする。顧問が１名の場合は、ＯＢも可とする。
[10] 合同チームにて参加を希望する場合、顧問間で調整するか、京都府高校ユース時に出場希望
校の顧問間で調整できる場を設ける。
18. その他

学校指定のナンバー及びその他は＜競技会参加についての注意事項＞を参照すること。

女子アスリートビブス例 （サイズは１６㎝×２４㎝）

胸 部
学校指定
ナンバー

５０－２

背 用
学校指定
ナンバー
区間番号
学校名

５０－２

区間番号

○ ○ ○

※女子は学校指定ナンバーと学校名を赤字、区間番号を赤字で作成する。駅伝用アスリートビブスも大きさ数字の幅
は競技会用「アスリートビブス」と同様とする。
※合同チームの場合は、学校指定番号の代わりに指定される「合同０１」などのチーム名を記入すること。また、背
部用の学校名は、所属学校名を記入すること。
「申し込みをする競技者は､インターネット上､及び他のマスメディアにおいて､氏名･年齢･所属･申込種目･競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」

第17回 京都府国立･公立高等学校陸上競技対校選手権大会要項
１
２
３
４
５
６

主
主
後
期
場
種

催
管
援
日
所
目

国立･公立大会実行委員会
京都府高等学校体育連盟陸上競技専門部・京都陸上競技協会
京都新聞
令和４年１１月１３日（日）
たけびしスタジアム京都・同補助競技場
【男子の部】（19種目）
100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 110mH 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
【女子の部】（19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
７ 出場制限
(1) １種目１校３名以内。１人１種目以内（リレーは除く）。
(2) 京都府下の国立・公立高等学校の生徒とする。
(3)令和４年度京都府高等学校体育連盟（陸上競技）登記登録者に限る。
(4)未登録者は出場できない（登録を完了し、必ず正式登録番号を記載し申し込むこと）
８ 競技方法
(1) 学校対校とする。
(2) 種目得点は１位８点、２位７点、３位６点、４位５点、５位４点、
６位３点、７位２点、８位１点とする。
(3) 男女別の合計得点によって学校順位を決定する。
(4) トラックレースは原則としてタイムレースにより順位を決定する。
(5) フィールド競技は原則として運営上３回試技（走高跳、棒高跳を除く）で行う。
９ 表
彰
(1) 団体男女とも総合６位まで表彰する。
(2) 個人種目は６位までに賞状を授与する。
(3) 前年度男女優勝校にはレプリカを授与する。
１人１種目：５００円
リレー１チーム：１２００円
10 参 加 料
エントリー入力期間は10月13日～24日まで。申込書類一式(校長印要)は１0月26日（水）までに必着（厳守）
11 申込期限
※アスリートランキングによる一覧表と種目別一覧表の2種類を郵送すること。
令和４年10月下旬（予定）
12 プログラム編成会議
13 申込場所
〒610-0361 京都府京田辺市河原神谷２４ 京都府立田辺高等学校内 関西 薫（宛）
14 そ の 他

(1) 競技時刻はアスリートランキング.comのホームページにアップロードする。
(2) 全天候舗装のため、スパイクのピンは規定されたものを使用すること。また、靴底の厚さについて
もシューズ規定に則したものを使用すること。
(3) 当日は各学校２名以上の顧問の出席を必要とする。ただし、無理な場合は、顧問１名と卒業生や３
年生の審判講習会受講者としてもよい。
【準備から大会当日の運営】
(1) 該当校51校を５ブロックに分け、順に担当のブロックが大会の運営にあたる。
（担当年）
① 城南菱創、東宇治、莵道、城陽、西城陽、京都八幡、久御山、田辺、木津、南陽
(R4)
② 洛西、向陽、乙訓、西乙訓、北桑田、亀岡、南丹、園部、農芸、須知
(R5)
③ 山城、鴨沂、洛北、北稜、朱雀、洛東、嵯峨野、北嵯峨、東稜、堀川、紫野
(R6)
④ 京教大附、鳥羽、桂、桃山、洛水、京都すばる、工学院、塔南、西京、日吉ヶ丘
(R7)
⑤ 綾部、府立工業、福知山、大江、西舞鶴、東舞鶴、海洋、丹後緑風、峰山、宮津天橋
(R8)
(2) 担当ブロック内の主担当はブロック内の協議により１校を決定する。
(3) 審判員、補助員については、学校毎に人数差があるので、大会全体であたる。また、審判員については京都陸上
競技協会にも協力をお願いする。
(4) 大会当日の受付、テント張、フィールドピットの設置等の競技開始までのセッティングは担当ブロックで行う。
(5) 次年度の担当ブロックは、競技終了にブロックの幹事校を全体に連絡しておく

