
競技会コード 19240005 主　催
競技場コード 　241020(長良川競技場) 後　援

　243100(長良川補助)

1. 日 時 2019年6月29日（土）・7月6日（土）・7日（日）：9時00分競技開始（受付開始8時00分　於：正面玄関）

2. 場 所 岐阜メモリアルセンター長良川競技場　　〒502-0801　岐阜市長良福光大野2675-28　℡(058)233-8822

3. 種 目 （男子）第1日　
少年男子共通110mH(0.991m/9.14m)　少年B3000m　少年B砲丸投(5.000㎏)

　　　　第2日
十種競技（①100m　②走幅跳　③砲丸投(7.260㎏)　④走高跳　⑤400m）　四種（110mH(0.914m/9.14m)　砲丸投(4.000㎏)）

　　　　第3日
十種競技（⑥110mH(1.067m/9.14m)　⑦円盤投(2.000㎏)　⑧棒高跳　⑨やり投(800g)　⑩1500m）　四種（走高跳　400m）

（女子）第1日 10000m　3000mSC(0.762m)　5000mW　4×100mR　4×400mR　走高跳　棒高跳　三段跳　ハンマー投(4.000㎏)
少年A3000m　少年B100mH(0.762m/8.50m)

　　　　第2日
七種競技（①100mH(0.840m/8.50m)　②走高跳　③砲丸投(4.000㎏)　④200m）　四種（100mH(0.762m/8.00m)　走高跳）

　　　　第3日 100m　400m　1500m　100mH(0.840m/8.50m)　砲丸投　(4.000㎏)
七種競技（⑤走幅跳　⑥やり投(600g)　⑦800m）　四種（砲丸投(2.721㎏)　200m）

（招待小学生） 小学生選手権8位入賞者・入賞チーム
　　　　第3日 男女50m、100m、800m、コンバインドＡ（80mH・走高跳）、コンバインドＢ（走幅跳　ジャベボール投）

走幅跳、ジャベボール投、混合4×100mR
※４年生走幅跳とジャベボール投については４回の試技とする。

※

4. 競 技 規 則 2019年度日本陸上競技連盟競技規則と本大会要項を適用する。

5. 競 技 方 法 (1) 参加者数と競技時間によっては補助競技場で実施する種目もある。
(2) 男女5000mWは35分を目処に競技を打ち切ることもある。
(3) フィールド競技の計測は次のとおりとする。

走高跳 男子：練習1m70･1m80　1m75-1m80-1m85-1m90-1m95-2m00-以降3㎝ずつ
十種：練習1m50･1m70　1m53-1m56-1m59-1m62-1m65-1m68-以降3㎝ずつ
四種：練習1m30　1m35-1m38-1m41-1m44-1m47-1m50-1m53-以降3㎝ずつ
女子：練習1m30･1m50　1m35-1m40-1m45-1m50-1m55-1m60-以降3㎝ずつ
七種：練習1m20･1m40　1m23-1m26-1m29-1m32-1m35-1m38-以降3㎝ずつ
四種：練習1m10　1m15-1m18-1m21-1m24-1m27-1m30-1m33-以降3㎝ずつ

棒高跳 男子：練習3m40･4m00･4m40　3m50-3m70-3m90-4m10-4m20-以降10㎝ずつ
十種：練習2m00･3m00・4m00　2m10-2m30-2m50-2m60-2m70-以降10㎝ずつ
女子：練習2m00･3m00　2m10-2m30-2m50-2m60-2m70-2m80-以降10㎝ずつ

走幅跳 男子：6m10　 女子：4m50
三段跳 男子：12m50（踏切12m）　女子：9m00（踏切9m・10m）
砲丸投 男子：9m00　 女子：8m00
円盤投 男子：28m00　女子：22m00
やり投 男子：47m00　女子：28m00
ハンマー投 男子：30m00　女子：25m00
※ただし、気象条件等により審判長の判断で変更することがある。

(4) 招待小学生については、小学生選手権に準ずる。

6. 参 加 資 格 ・ 2019年度岐阜陸協登録者。ただし、2018年1月1日～2019年6月3日までに参加標準記録を突破した者。
・

7. 出 場 制 限 申し込み種目数の制限はない。

8. 参 加 料 ①一般種目1種目1人　　　　　　　　　2,000円　　※県外登録者　2,000円
　混成種目　　　　　                3,000円　　※県外登録者　4,000円
　リレー種目1チーム                 3,000円　　※県外登録者　4,000円
　少年Ａ・Ｂ種目1種目1人　高校　　　1,200円
　　　　　　　　　　　　　中学　　　　900円
　四種競技　　　　　　　　　　　　　　900円
　招待小学生種目　　　　　　　　　　　 無料
※参加料は、理由の如何にかかわらず返金しない。
②2018年度第82回岐阜県陸上競技選手権保持者はその種目に限り参加料は徴収しない。この場合、選手権保持者
　であることを申込一覧に明記すること。

9. 申 し 込 み (1) 期日　アップロード：2019年6月4日（火）　郵送：2019年6月7日（金）
(2) 方法については、告知事項の「３　競技会への参加申込方法について」を参照すること。
(3) 申し込み不備の場合は無効とすることもある。
(4) 招待小学生は申込の必要はない。

10. 表 彰
また、一般男女最優秀選手（岐阜県登録選手に限る）に土屋章を贈与する。

11. そ の 他 (1)
(2) ナンバーカードは下記のものを使用すること。

・岐阜陸協登録者：陸協規定のもの
・学連登録者：学連登録番号
・県外登録者：所属陸協規定ののもの（ただし企業名等の商標・ロゴはマスキングすること）

(3)
※

(4) 中学生の5000m、10000m、3000mSC、5000mWへの参加は認めない。
(5)
(6) ふるさと登録については、告知事項９を参照すること。
(7) 国体選手選考については、告知事項10を参照すること。
(8) 四種競技は、第46回全日本中学校陸上競技選手権大会の予選会を兼ねる。
(9) サンサンデッキ下のジョギング等の練習行為を禁止とする。
(10) 個人情報の取り扱いについては、告知事項６を参照すること。
(11)

県外選手の出場を認める。ただし、2018年1月1日～2019年6月3日までに県外選手参加標準記録を突破し、所属陸協の出場認知書がある者に限る。
（出場認知書は当日提出も可）

第84回岐阜県陸上競技選手権大会
兼第62回東海陸上競技選手権大会予選会

(一財 )岐阜陸上競技協会
岐 阜 県 教 育 委 員 会
( 公 財 ) 岐 阜 県 体 育 協 会

兼第74回茨城国体選手選考会③
兼第46回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会（四種競技）

200m　800m　5000m　400mH(0.762m)　走幅跳　円盤投(1.000㎏)　やり投(600g)　

岐 阜 市 教 育 委 員 会

岐阜県選手権各種目の優勝者には、賞状と選手権者章、3位までの入賞者には賞状を授与する。

トラック種目決勝8位までに県外登録者が含まれる場合は、前のラウンドの記録上位者に出場資格を与える。但し8番目が複数いる場合には、本人
による抽選で決定する。

100m　400m　1500m　110mH(1.067m/9.14m)　走高跳　三段跳　円盤投(2.000㎏)

10000m　3000mSC(0.914m)　5000mW　4×100mR　4×400mR　ハンマー投(7.260㎏)

参加者は個人・団体で傷害保険に加入しておくこと。

200m　800m　5000m　400mH(0.914m)　棒高跳　走幅跳　砲丸投(7.260㎏)　やり投(800g)　

少年共通種目への出場は中学3年生・高校生、少年Ａ種目への出場は高校2・3年生、少年Ｂ種目への出場は高校1年生と中学3年生、中学四種競技
は中学生のみとする。（少年種目と中学四種競技への県外選手の出場は認めない）

記録証明書の申請は、岐阜陸協登録者は100円、岐阜陸協登録者でない方は300円（切手代用可）及び返送先の住所、氏名を記載し、82円切手を貼
付した返信用封筒を同封の上、岐阜陸上競技協会ホームページに掲載されている宛先に送付すること。当日は「記録室」で受付けているが、後日
返送となる。

投てき用具の検査は競技開始1時間前に南器具庫で行う。ただし、ポールの検査は跳躍場で行う。

岐阜県選手権各種目8位までの入賞は本年度三重県で行われる第62回東海選手権の出場権を附与する。当日東海選手権の申し込みを行う。

フィールド種目8位入賞までに県外登録者が含まれる場合は9位以降を繰り上げて出場資格を与える。



12.参加標準記録

種　目 県内競技者 県外登録競技者 種　目 県内競技者 県外登録競技者

100m 11.60 11.40 100m 13.50 13.50

200m 23.50 23.00 200m 28.00 28.00

400m 54.00 53.00 400m 65.00 65.00

800m 2.08.00 2.05.00 800m 2.30.00 2.30.00

1500m 4.30.00 4.15.00 1500m 5.15.00 5.15.00

10.00.00（3000m） 11.00.00（3000m）

17.00.00（5000m） 17.00.00（5000m） 20.00.00（5000m） 20.00.00（5000m）

10.00.00（3000m） 11.00.00（3000m）

17.00.00（5000m） 19.00.00（5000m）

35.00.00（10000m） 35.00.00（10000m） 40.00.00（10000m） 40.00.00（10000m）

16.80（中学） 17.30（中学）

17.00（ｼﾞｭﾆｱ） 17.50（ﾕｰｽ）

17.50 17.00 18.00 18.00

400mH 61.50 61.50 400mH 71.00 71.00

3000mSC 10.30.00 10.30.00 3000mSC 13.20.00 13.20.00

5000mW 35.00.00 30.00.00 5000mW 競歩競技公認記録保持者 競歩競技公認記録保持者

走高跳 1m75 1m85 走高跳 1m35 1m45

棒高跳 3m50 3m50 棒高跳 2m00 2m20

走幅跳 6m30 6m50 走幅跳 4m50 4m60

三段跳 12m50 12m50 三段跳 9m50 10m00

8m50（7.26㎏） 9m00（7.26㎏） 8m00（4㎏） 9m00（4㎏）

10m50（6㎏） 10m00（2.72㎏）

28m00（2㎏） 28m00（2㎏）

30m00（1.75㎏）

30m00（7.26㎏） 30m00（7.26㎏）

35m00（6㎏）

やり投 47m00 50m00 やり投 28m00 30m00

混　成 公認記録保持者 公認記録保持者 混　成 公認記録保持者 公認記録保持者

22m00 22m00

ハンマー投 ハンマー投 公認記録保持者 30m00

110mH 100mH

砲丸投 砲丸投

円盤投 円盤投

男　　　子 女　　　子

5000m 5000m

10000m 10000m


