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1. 期日･会場等
(1) 開会式

(2) 競

技

(3) 閉会式

日
会

時
場

平成28年6月16日（木）9時30分
佐賀県総合運動場陸上競技場
〒849-0923 佐賀市日の出２丁目１－１０

日

時

会

場

平成28年6月16日（木）11時00分
平成28年6月17日（金）10時00分
平成28年6月18日（土）10時00分
平成28年6月19日（日）10時00分
佐賀県総合運動場陸上競技場

日
会

時
場

平成28年6月19日（日）15時00分
佐賀県総合運動場陸上競技場

TEL0952-30-53

(4) 諸会議
会議名
会場
日時
各県専門委員長会議 6月15日（水）13時00分 佐賀県総合運動場陸上競技場
監督会議
6月15日（水）15時00分 佐賀県総合運動場陸上競技場
※ 監督会議の各県出席者は3名以内とする。
2. 種目
(1) 男子 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 八種競技
(2) 女子 17種目
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 5000mW 4×100mR
4×400mR 走高跳 走幅跳 円盤投 砲丸投 やり投 七種競技
3. 競技規則･方法
(1) 競技規則
2017年度(公財）日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項による。
(2) 競技方法
ア 学校対校とする。
イ 男女別得点合計で順位を決める。（同点の場合は順位を優先する）
ウ 入賞者の得点は、1位6点、2位5点、以下4、3、2、1点とする。
4. 引率･監督について
(1) 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合
は校長の認める学校の職員とする。
(2) 監督・コーチ等は校長が認める指導者とし､それが外部指導者の場合は、傷害
･賠償責任保険(スポーツ安全保険等)に必ず加入することを条件とする。
(3) 但し、県における規定が定められ、引率・監督がこの基準により限定された
範囲内であればその規定に従うことを原則とする。

5. 参加資格
(1) 参加者は､各県高等学校体育連盟に加盟している生徒で､本競技実施要項によ
り北九州地区予選大会の参加資格を得た者に限る。
(2) 各県陸上競技協会の平成28年度登録競技者であること。
(3) 平成9年4月2日以降に生まれた者とする。ただし出場回数は同一競技3回まで
とし､同一学年での出場は1回限りとする。
(4)

ﾁｰﾑの編成において､全日制課程･定時制課程･通信制課程の生徒による混成は
認めない。

(5)

統廃合の対象となる学校については､当該校を含む合同ﾁｰﾑによる大会参加を
認める。

(6) 転校後6ヶ月未満の者は参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ずる。)
ただし一家転住等やむを得ない場合は､所属高等学校体育連盟会長の認可があ
れば､その限りではない。
(7) 出場する選手は､あらかじめ健康診断を受け､在学する学校長及び所属高等学
校体育連盟会長の承認を必要とする。
(8) 参加資格の特例による学校の参加については､全九州高等学校体育大会開催基
準要項のとおりとする。
6. 参加制限
(1) 参加者は、各県予選で各種目とも6位までの入賞者とする。
但し、男女の走高跳び、棒高跳びは6位までの入賞者6名、男女の競歩・混成競技
については4位までの入賞者とする。
(2) 1種目1校3名以内とする。但し、ﾘﾚｰ競技は1校1ﾁｰﾑ6名以内とし、同一人は
3種目以内（ﾘﾚｰを除く）とする。
(3) 外国人留学生については、1校男子4名､女子3名以内とし､1種目1校1名の出場とする
(この種目はリレーも含む）ただし、リレーに出場する場合には、個人種目と合わ
て男子は1校最大4種目、女子は1校最大3種目とする。
7. 参加申込
※ 個人情報の取り扱いに関して
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、
これ以上の目的に利用することはありません。
(1) 申込方法
各校は、所定の様式により、各県高体連陸上競技専門部に指定された期日
までに申し込むこと。
(2) 申込書類
ア.学校長の参加申込書
イ.宿泊申込書
8. 参加負担金

1人

3部（学校別）（別添）
3部
（別添）

1,800円

9. 組合せ
各県高等学校体育連盟陸上競技専門部の申し合わせ事項に従って、佐賀県高
等学校体育連盟において行う。

10. 表 彰
(1) 種目別第6位までの者を表彰とする。
(2) 男子・女子ともに総合第3位までの学校を表彰する。
(3) トラック・フィールド成績第3位までの学校を表彰する。
11. 宿 泊
(1) 参加者の宿泊は大会事務局の指定宿舎とする。
また、宿舎割り当ては大会事務局が行う。
(2) 別添の申込用紙に必要事項を記入の上、3部提出すること。なお、1部は当該
県高体連控えとし、2部を各県高体連陸上専門部が取りまとめ、参加申込書に
同封して送付すること。
(3) 宿泊費は､1人当たり1泊2食8,000円(税､ｻｰﾋﾞｽ料込み)とし、昼食弁当代を600
円(税込)とする。
(4) 宿泊決定後の宿泊人数の変更については､当該校の引率責任者が直接､宿舎へ
連絡を取り相互で確認すること。
(5) 昼食弁当については､責任者が必要数を取りまとめて､前日の18時までに宿舎
に申し込むこと。
(6) 宿舎の駐車場は狭く、駐車できない場合があるので、事前に宿舎と連絡をと
っておくこと。
12. 参加上の注意
参加者は健康保険証を持参すること。
13. 連絡事項
(1) 競技場は全天候なので､使用するｽﾊﾟｲｸｼｮｰｽﾞのﾋﾟﾝの長さは､やり投･走高跳に
ついては12mm､その他は9mm以下とする。
(2) 投てきの器具は､競技場備え付けのものを使用すること。ただし､円盤･やり･ﾊ
ﾝﾏｰについては検査のうえ使用を認める。
(3) 棒高跳用ﾎﾟｰﾙは､下記競技場宛てに送り､各校で責任を持って保管すること。
＊送り先
〒849-0923
佐賀県佐賀市日の出２丁目１－１０
佐賀県総合運動場陸上競技場
TEL0952-30-5311

14. 各県専門部への連絡
下記の書類を期日までに送付すること。
(1) 申込締切日
平成28年6月7日（火）
(2) 申込先
〒849-1311
佐賀県鹿島市大字高津原４６２
佐賀県立鹿島高等学校
北 村
健
宛

TEL
FAX

0954-62-4136
0954-63-9006

(3) 送金については銀行振込のこと
振込先銀行名
口 座 番 号
名
義

佐賀銀行伊万里支店（サガギンコウ
1920964

イマリシテン）

普通

佐賀県高体連陸上競技専門部（サガケンコウタイレンリクジョウキョウギセンモンブ）

会計担当

小城

典隆（カイケイタントウ

(4) 申込書類
ア．学校長の参加申込書
イ．宿泊申込書及び宿泊者名簿
ウ．各県選手参加人数一覧表（学校別）
エ．各県選手参加申込書
オ．県予選会成績一覧表
カ．県予選会混成競技成績一覧表
キ．競歩役員及び混成競技調査票
ク．参加負担金納入明細書

コジョウ

（各 校）
（各 校）各
（各 県）
（男女別）各
（男女別）各
（男女別）各
（各 県）
（各 県）

(5) その他
・各県高体連旗を持参すること。
・前年度男女優勝校は優勝旗を持参すること。
・番号布（ナンバーカード）は開催県で準備する。
ナンバーカードは次のとおりとする。
長崎
１～１９９
佐賀 ２００～３９９
大分 ４００～５９９
福岡 ６００～７９９

ノリタカ）

１部
２部
１部
１部
１部
１部
１部
１部

