
令和４年度全国中学校体育⼤会 
第４９回全⽇本中学校陸上競技選⼿権⼤会要項 

 
１ ⽬  的  この⼤会は，中学校教育の⼀環として中学校⽣徒に広く陸上競技実戦の機会を与え，技能の向

上とアマチュアスポーツ精神の⾼揚をはかり，⼼⾝ともに健康な中学校⽣徒を育成するととも
に，中学校⽣徒の相互の親睦をはかるものである。 

 
２ 主  催  公益財団法⼈⽇本陸上競技連盟    公益財団法⼈⽇本中学校体育連盟 
        福島県教育委員会          福島市教育委員会 
 
３ 主  管  東北中学校体育連盟         福島県中学校体育連盟 

⼀般財団法⼈福島陸上競技協会    県北地区中学校体育連盟 
 
４ 後  援  スポーツ庁 全⽇本中学校⻑会 全国都道府県教育⻑協議会 全国市町村教育委員会連合会 

（申請予定） 公益社団法⼈⽇本 PTA 全国協議会 ⽇本私⽴中学校⾼等学校連合会 NHK  
全国新聞社事業協議会 毎⽇新聞社 福島県 福島県中学校⻑会  
公益財団法⼈福島県スポーツ協会 福島市 福島市体育協会 福島県中学校⻑会福島⽀会 
福島⺠報社 福島⺠友新聞社 

 
５ 会  期  令和４年８⽉１８⽇（⽊）〜２１⽇（⽇） 
              １８⽇（⽊）開会式      １２：４０〜１３：００ 
              １８⽇（⽊）競技会      １４：００〜１８：３０ 
              １９⽇（⾦）競技会      １０：３０〜１７：３０ 
              ２０⽇（⼟）競技会      １０：３０〜１７：３０ 
              ２１⽇（⽇）競技会      １０：３０〜１６：００ 
                    閉会式      １６：３０〜１６：５０ 
 
６ 会  場  （１） 開会式    あづま総合体育館 メインアリーナ 
            〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場 1 番地 
            TEL 024−593−1111   FAX 024−593−1114 
        

 （２） 競技・閉会式 とうほう・みんなのスタジアム（あづま総合運動公園内） 
            〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場 1 番地 
            TEL 024−593−1111   FAX 024−593−1114 
 
７ 参加資格 

（１） 都道府県中学校体育連盟に加盟する中学校・中等教育学校・義務教育学校の⽣徒で校⻑が参加を認め
たもの。 

（２） 年齢は，平成１９年（２００７年）４⽉２⽇以降に⽣まれた者に限る。 
（３） 前項以外の⽣徒が参加を希望する場合は，令和４年６⽉３０⽇までに，都道府県中学校体育連盟を通

して公益財団法⼈⽇本中学校体育連盟に申し出ること。 
（４） 夏季⼤会に限り，同⼀年度内の参加は全競技を通じて，⼀⼈⼀回とする。 
（５） 次の規定により第４９回全⽇本中学校陸上競技選⼿権⼤会の参加資格を得た者。 

① 都道府県で⾏われる第６８回全⽇本中学校通信陸上競技⼤会（以下「通信⼤会」という）におい
て，第２１項に定める標準記録（以下「標準記録」という）に到達した者。 
なお，災害等特殊事情で通信⼤会が実施できなかった都道府県は，令和４年４⽉１⽇（⾦）以降，７
⽉３１⽇（⽇）までの公認⼤会で標準記録に到達した者。 

② 都道府県で⾏われる中学校総合体育⼤会（各都道府県中学校陸上競技⼤会）において標準記録に 
到達した者。ただし，令和４年４⽉１⽇（⾦）以降，７⽉３１⽇（⽇）までの間に実施した⼤会とす
る。競技規定は通信⼤会に準じる。 

③ 四種競技は令和４年４⽉１⽇（⾦）以降，７⽉３１⽇（⽇）までの間に⾏われた指定の競技会 
（通信⼤会・総合体育⼤会以外に⼀つの競技会とする）において標準記録に到達した者。競技規定は
通信⼤会に準ずる。なお，四種競技のそれぞれの種⽬で標準記録を突破しても，単独種⽬の参加は認
めない。 



 
④ リレーは標準記録を設定せず，各都道府県代表１チームの出場とする。 
⑤ 都道府県で標準記録の到達者が 10 名に満たなかった場合は推薦による男⼥計 10 名（種⽬と男⼥

⽐は問わない）以内での参加を認める。また，開催都道府県については，標準記録到達者のいる種⽬
に関わらず，各種⽬推薦による１名・１チームの参加を認める。なお，推薦による参加の場合もリレ
ーを除く⼀⼈ 1 種⽬とし，競技者参加申込⼀覧表，個⼈申込書とも「推薦」と記⼊すること。ま
た，①②③に挙げた指定競技会での公認記録（公認記録がない場合は７⽉３１⽇（⽇）までに各都道
府県で実施した公認⼤会の公認記録）で申し込むこと。 

（６） 「参加資格の特例」 
① 学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，都道府県中学校体育連盟の予選会に参 

加を認められた⽣徒であること。 
② 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。 

  ア 全国⼤会の参加を認める条件 
（ａ） 公益財団法⼈⽇本中学校体育連盟の⽬的及び永年にわたる活動を理解し，それを尊重するこ

と。 
（ｂ） ⽣徒の年齢及び修業年限が我国の中学校と⼀致している単独の学校で構成されていること。 
（ｃ） 参加を希望する学校にあっては，運動部活動が学校教育の⼀環として，⽇常継続的に当該顧 

問教員の指導のもとに，適切に⾏われていること。 
     イ 全国⼤会に参加した場合に守るべき条件 

（ａ） 全国⼤会開催基準を守り，出場する競技種⽬の⼤会申し合わせ事項等に従うとともに，⼤会 
の円滑な運営に協⼒すること。 

（ｂ） 全国⼤会参加に際しては，責任ある当該校校⻑・教員または部活動指導員が⽣徒を引率する 
こと。また，万⼀の事故発⽣に備え，傷害保険等に加⼊するなどして，万全の事故対策を⽴て
ておくこと。 

（ｃ） ⼤会開催に要する経費については，必要に応じて応分の負担をすること。 
（７） 個⼈情報の取り扱い（利⽤⽬的） 

⼤会の主催者は，個⼈情報保護に関する法令を遵守し，公益財団法⼈⽇本中学校体育連盟の個⼈情報
保護⽅針・規程に基づき，取得する個⼈情報について適正に取り扱う。⼜，取得した個⼈情報は，競技
⼤会の資格審査・競技⼤会運営上必要なプログラム編集及び作成・ホームページ・掲⽰板・報道発表・
記録発表（記録集）等，その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利⽤する。⼤会に参加する選⼿はこ
れに同意すること。 

 
８ 参加料   

（１） 参加選⼿⼀⼈につき３，０００円とする。 
 （２） 参加申込締切以降，参加料の返⾦は⾏わない。 
 
９ 引率者及び監督 

（１） 参加⽣徒の引率・監督は，出場校の校⻑・教員・部活動指導員※１とする。部活動指導員が引率・監
督を務める場合は，所定の「参加申込書」の監督者及び引率者の欄に指⽰されている印を付け，必要事
項を記⼊する。なお，部活動指導員は，他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 

※１ ここでいう「部活動指導員」は，学校教育施⾏規則第７８条の２に⽰されている者をいう。以
下同じ 

（２） ⼤会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は，出場校の校⻑が認め
た者とし，所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校⻑承認書）」に必要事項を記⼊し，参加申込時に
⼤会事務局に提出する。但し，当該校以外の中学校教職員は，外部指導者（コーチ）になれない。ま
た，同⼀⼈が複数校の外部指導者（コーチ）にはなれない。 

（３） 全国⼤会に出場するチーム・選⼿の引率者，監督，部活動指導員，外部指導者（コーチ），トレーナ
ー等は，部活動の指導中における暴⼒・体罰・セクハラ等により，任命権者⼜は学校設置者から懲戒処
分を受けていない者であることとしている。校⻑はこの点を確認して，⼤会申込書を作成する。なお，
外部の指導者は校⻑から暴⼒等に対する指導措置を受けていないこととする。 

（４） 引率者の特例 
全国中学校体育⼤会の個⼈競技の参加について，校⻑・教員・部活動指導員が引率できず，校⻑がや

むを得ないと判断した場合に限り，「全国中学校体育⼤会引率細則」により，校⻑が引率者として承認
した外部指導者（コーチ）の引率を認める。 

（５） 都道府県の代表監督は，当該都道府県の中学校の校⻑または教員とする。 
 



10 種  ⽬ 
 （１） 男⼦（１３種⽬） 標準記録は別項の通りとし，追⾵参考記録は対象としない。 
     １００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，８００ｍ，１５００ｍ，３０００ｍ， 
     １１０ｍH（0.914m/9.14m），４×１００ｍR，⾛⾼跳，棒⾼跳，⾛幅跳，砲丸投（5.000kg） 
     四種競技［①１１０ｍH（0.914ｍ/9.14ｍ） ②砲丸投（4.000kg） ③⾛⾼跳 ④４００ｍ］ 
 （２） ⼥⼦（１０種⽬） 標準記録は別項の通りとし，追⾵参考記録は対象としない。 
     １００ｍ，２００ｍ，８００，１５００ｍ，１００ｍH（0.762ｍ/8.00ｍ） 
     ４×１００ｍR，⾛⾼跳，⾛幅跳，砲丸投（2.721kg） 
     四種競技［①１００ｍH（0.762ｍ/8.00ｍ） ②⾛⾼跳 ③砲丸投（2.721kg） ④２００ｍ］ 
 
11 競技規則 
  ２０２２年度公益財団法⼈⽇本陸上競技連盟競技規則並び本⼤会競技注意事項・申し合わせ事項によって⾏

う。 
 
12 競技⽅法  競技は個⼈選⼿権とする。 
 
13 参加制限 
 （１） ⼀⼈１種⽬以内とする。（ただし，リレーを除く。） 
 （２） リレーは，男⼥とも都道府県１チーム（学校単独チーム）とする。ただし，開催都道府県は２チーム

（学校単独チーム）参加することができる。 
 
14 表  彰 
 （１） 各種⽬の第１位から第３位には賞状とメダルを，第４位から第８位までには賞状を授与する。 
 （２） 優秀競技者（男⼦１名，⼥⼦１名）とリレー優勝校には，⽂部科学⼤⾂賞を授与する。 
 （３） 四種競技優勝者（男⼦１名，⼥⼦１名）には，ウイッシュマン賞を授与する。 
 （４） リレー優勝校には，優勝杯を授与する。優勝杯は持ち回りとし，翌年の⼤会で返還し，レプリカを授 

与する。 
 
15 参加申込 
 （１） 申込期限 令和４年８⽉２⽇（⽕） 正午［必着厳守］ 
 （２） 申込先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３） 申込⽅法 

① ⼤会公式ホームページ（https://tf.zenchuu.jp）より必要書類をダウンロードする。 
② 所定の⽤紙に必要事項を記⼊して，都道府県中学校体育連盟陸上競技委員⻑（部⻑）がとりまと

め，申し込むこと。 
③ 「第４９回全⽇本中学校陸上競技選⼿権⼤会申込書在中」と朱書きすること。 
 ※宅配便または書留郵便で申し込むこと。(普通郵便不可。郵便物の追跡ができるようにすること。) 

 （４） 申込書類 
① 競技者参加申込⼀覧票【様式 A（男⼦・⼥⼦・四種）】各２部（原本１部＋コピー１部） 
② 学校別参加申込書【様式 B】１校ごとに２部（原本１部＋コピー１部） 

    ③ 都道府県参加申込表【様式 C】２部（原本１部＋コピー１部） 
    ④ 参加資格を得た⼤会（通信・総体・四種指定⼤会）のプログラム（訂正済み）１部 
    ⑤ ④における⼤会のリザルト（決勝成績⼀覧表・フィールド記録⽤紙を含む）１部 

（参加有資格者をマーカー等でマークし，付箋に【様式 A】の番号を記⼊し貼り付けること） 
※すべての資料において，参加有資格者の⽒名⽂字が統⼀されていること。 

    ⑥ 参加審査・プログラム編成会議時の連絡先 
    ⑦ 参加料・アスリートビブス・プログラム・ランキング・記録集送⾦内訳表 
    ⑧ 賞状⽤外字作成申請書（必要ない場合は「なし」と記⼊すること。） 

〒969-1104  福島県本宮市荒井字団⼦森２８番地
   本宮市⽴本宮第⼆中学校内 
   「令和４年度全国中学校体育⼤会実⾏委員会 
    第４９回全⽇本中学校陸上競技選⼿権⼤会事務局」 宛 

TEL：090-7794-5895  FAX：0243-33-3235 
E-mail：kenpokuchutairen@gmail.com 

  ※データ送信時件名に「福島全中陸上⼤会申込み」○○都道府県と記載してください。 



    ⑨ 全国中学校体育⼤会・監督者報告書（様式７） ※必要な場合のみ 
    ⑩ 同意書【COVID-19・様式５】（所属校で保管） 
16 諸 会 議 
 （１） 監督会議 
    ① ⽇ 時  令和４年８⽉１８⽇（⽊） １１：００〜 
    ② 会 場  あづま総合体育館サブアリーナ 

〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場 1 番地 
           TEL 024−593−1111   FAX 024−593−1114 
 （２） 公益財団法⼈⽇本中学校体育連盟陸上競技部会（ブロック⻑会議） 
    ① ⽇ 時  令和４年８⽉１9 ⽇（⾦） １２：３０〜（予定） 
    ② 会 場  とうほう・みんなのスタジアム ⼤会運営本部 

〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場 1 番地 
           TEL 024−593−1111   FAX 024−593−1114 
17 注意事項 
 （１） ⼤会期間中の傷病については，応急処置等のみ⾏う。参加者は健康保険証を持参するのが望ましい。 
 （２） 本⼤会は独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター法の定めを適⽤する。 
 （３） 競技会に関わる全ての⼈の感染に対するいかなる責任を負わない。 
 （４） 本⼤会に関わる全ての者は，（公財）⽇本中学校体育連盟の「全国中学校体育⼤会実施上の COVID-

19 感染拡⼤予防ガイドライン」並びに（公財）⽇本陸上競技連盟の「陸上競技活動再開のガイダン
ス」，本⼤会の「COVID-19 感染拡⼤防⽌対策」等を遵守すること。 

 （５） 新型コロナウイルス感染症等の対策として，レース直前，競技者に体調の確認を求めることがある。
感染拡⼤の可能性がある場合は，主催者が出場を認めないこともある。 

 （６） ⾛路は全天候舗装であるので，競技規則 TR5.2 を適⽤する。 
 （７） 競技に使⽤する⽤器具は，競技場に備えつけたものに限る。ただし，棒⾼跳のポールと投てき練習場

での砲丸は，各校で⽤意したものを使⽤すること。 
 （８） 賞状⽤外字申請書は，⼊賞時の賞状にのみ適⽤する。プログラムや⼤型映像等の表⽰には適⽤しな

い。 
 （９） 練習場は次の会場を開放する。※練習会場は全て AD 規制を⾏う。（詳細については公開練習要項を

参照する）。 
    ① 主陸上競技場（投てき種⽬は除く） 
          １７⽇（⽔）１２：００〜１７：００ 
          １８⽇（⽊） ８：００〜１１：３０ 
          １９⽇（⾦）  ７：３０〜 ９：３０ 
          ２０⽇（⼟） ７：３０〜 ９：３０ 
          ２１⽇（⽇） ７：３０〜 ９：３０ 
    ② 補助陸上競技場 
          １７⽇（⽔）１２：００〜１７：００ 
          １８⽇（⽊） ８：００〜１８：５０ 
          １９⽇（⾦） ７：３０〜１８：００ 
          ２０⽇（⼟） ７：３０〜１８：３０ 
          ２１⽇（⽇） ７：３０〜１６：００ 
    ③ 投てき練習場（第⼆多⽬的広場内） 
          １７⽇（⽔）１２：００〜１７：００ 
          １８⽇（⽊） ８：００〜１７：００ 
          １９⽇（⾦） ７：３０〜１７：００ 
          ２０⽇（⼟） ７：３０〜１７：００ 
          ２１⽇（⽇） ７：３０〜１０：００ 
    ④ あづま総合体育館（メインアリーナ） 
          １８⽇（⽊）              １４：３０〜１８：００ 
          １９⽇（⾦）〜２０⽇（⼟） ８：００〜１８：００ 
          ２１⽇（⽇）        ８：００〜１６：００ 
 
18 宿泊・弁当 
 （１） 宿泊・弁当については，別紙「宿泊・弁当要項」により斡旋する。適切な危機管理対応（感染症・⾃

然災害等）を確保するため，必ず，⼤会実⾏委員会指定の業者を通して申し込むこと。（指定外の宿泊
施設の利⽤は，原則として認めない。） 



 （２） 申込期限  令和４年８⽉１⽇（⽉）１７：００必着 
 （３） 申込先・問い合わせ先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 その他 
 （１） 棒⾼跳のポールは，競技場宛に送付すること。返送については監督会議の際に連絡する。 
 
 
 
 
 
 
 
 （２） 参加料（⼀⼈３，０００円），アスリートビブス代（⼀⼈５００円）を都道府県で取りまとめ，８⽉

２⽇（⽕）正午までに，下記に納⼊すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３） アスリートビブスは，⽀給されたままの⼤きさで確実に付けること。 
 （４） 競技プログラムの無償配付は，各都道府県２部とする。 
 
20 連絡先 
 （１） ⼤会開催前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （２） ⼤会期間中 ８⽉１８⽇（⽊）〜２１⽇（⽇） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社ＪＴＢビジネストランスフォーム
〒810-0072 
福岡県福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ビル５Ｆ 
ＪＴＢビジネストランスフォーム内 
「第４９回全⽇本中学校陸上競技選⼿権⼤会」デスク 
 
担当：中村・難波江（なばえ） 
TEL：番号取得中   FAX：092-751-4098 
E-mail：アドレス取得中 

〒969-1403 福島県⼆本松市渋川字⾈⼭１３２ 
佐川急便株式会社 福島営業所 気付 陸上競技⼤会 

  TEL：0570-01-0713 
  担当：中武 
 

＊荷物の把握・区別のため，伝票には必ず『第 49 回陸上競技⼤会』とご記⼊ください。 

 ⾦ 融 名 ：東邦銀⾏ 
⽀ 店 名 ：本宮⽀店 （店番号：２０５） 

 ⼝座番号 ：１１６９９１０ 
 フリガナ ：ダイヨンジュウキュウカイゼンニホンリクジョウキョウギセンシュケンタイカイ
       フクシマケンジッコウイインカイ カイチョウ サトウノブユキ 
 ⼝ 座 名 ：第４９回全⽇本陸上競技選⼿権⼤会福島県実⾏委員会 会⻑ 佐藤信⾏ 

〒969-1104  福島県本宮市荒井字団⼦森２８番地  本宮市⽴本宮第⼆中学校内 
   「令和４年度全国中学校体育⼤会実⾏委員会 
    第４９回全⽇本中学校陸上競技選⼿権⼤会事務局」 

TEL：090-7794-5895  FAX：0243-33-3235 
E-mail：kenpokuchutairen@gmail.com 
担当者：神野学 

［ 昼間 ］ とうほう・みんなのスタジアム 陸上競技⼤会総合案内所
        TEL：090-7794-5895 
 
 ［ 夜間 ］ ザ・セレクトン福島 
        〒960−8068 福島県福島市太⽥町 13−73 

TEL：090-7794-5895 



 
 （３） ⼤会期間中ツアーデスク 
 
 
 
 
 
 
 
 （４） 忘れ物・落とし物 
 
 
 
 
 
 
21 標準記録  ［追い⾵参考記録は対象としない］ 

男⼦ ⼥⼦ 

種⽬ 標準記録 種⽬ 標準記録 
１００ｍ １１秒２０ １００ｍ １２秒５３ 
２００ｍ ２２秒７５ ２００ｍ ２５秒８０ 
４００ｍ ５１秒６０ ― ― 
８００ｍ ２分００秒５０ ８００ｍ ２分１６秒５０ 

１５００ｍ ４分０８秒５０ １５００ｍ ４分３８秒００ 
３０００ｍ ８分５７秒００ ― ― 
１１０ｍH １５秒００ １0０ｍH １４秒８０ 
⾛ ⾼ 跳 １ｍ８５ ⾛ ⾼ 跳 １ｍ６０ 
棒 ⾼ 跳 ４ｍ００ 棒 ⾼ 跳 ― 
⾛ 幅 跳 ６ｍ５５ ⾛ 幅 跳 ５ｍ４５ 
砲 丸 投 １３ｍ００（5.000kg） 砲 丸 投 １２ｍ５０（2.721kg） 
四 種 競 技 ２５００点 四 種 競 技 ２６３０点 

４×１００ｍR 各都道府県１チーム 
（学校単独チーム） ４×１００ｍR 各都道府県１チーム 

（学校単独チーム） 
 
 ※ 男⼦四種競技では，１１０ｍH の⾵速が＋2.0ｍ/sec を超えた記録は対象としない。 
 ※ ⼥⼦四種競技では，１００ｍH・２００ｍの平均⾵速が＋2.0ｍ/sec を超えた記録は対象としない。 
 ※ 電気時計とする。（⼿動計時は認めない。） 
 ※ ハードルの規格と投てき物の重量は，次の通りとする。 
 
ハードル                         投てき物 

性別 ⾼さ ハードル間

 

性別 種⽬ 重量
男⼦ 0.914ｍ 9.14ｍ 男⼦ 砲丸投 5.000kg
⼥⼦ 0.762ｍ 8.00ｍ 四種競技 4.000kg

 ⼥⼦ 砲丸投 2.721kg
四種競技 2.721kg

 

［ 昼間 ］  ⼤会ツアーデスク 
         ※とうほう・みんなのスタジアム正⾯広場 
［ 夜間 ］  JTB 福島⽀店 
 
 

 ⼤会期間中のみ実⾏委員会で保管する。なお，感染拡⼤防⽌の観点から，⼤会終了翌⽇に廃棄
処理します。（※貴重品等については，8 ⽉末⽇まで事務局で保管し，その後廃棄処理します。）
  担当者：神野 学   TEL：090-7794-5895 


