
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

第５２回Ｕ１６陸上競技大会 埼玉県選手選考会 

兼 

第１５回Ｕ１８陸上競技大会 埼玉県記録挑戦会 

 

１ 主  催 一般財団法人 埼玉陸上競技協会 

 

２ 日  時 ２０２１年８月２８日（土）・２９日（日）雨天決行  

※荒天時は延期 競技開始予定 ８：３０ 役員打合せ ７：３０ 

 

３ 会  場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

 

４ 参加資格 ２０２１年度日本陸上競技連盟登記登録者かつ日本国籍を有する者（日本で生まれ育った外国

籍を有する競技者を含む） 

【Ｕ１６】 

       ・２００６年１月１日から２００８年４月１日の間に生まれた競技者※クラブ登録者も可能 

       【Ｕ１８】 

       ・２００４年１月１日から２００５年１２月３１日の間に生まれた競技者 

 

５ 出場制限 【Ｕ１６】 

・１選手２種目 

       ・２０２０年８月１日から申し込み締め切りまでに別表選考会参加標準記録突破者 

（本大会の申込資格記録①突破者は②の種目に申し込み可とする） 

       ・県通信及び県学校総合大会入賞者（その種目に限る、ただし短距離種目入賞者は１００ｍま

たは１５０ｍに、ハードル入賞者はハードルに、長距離種目入賞者は１０００ｍに出場可） 

       【Ｕ１８】 

       ・１選手１種目 

 

６ 種  目 （１）Ｕ１６男子（１２種目） 

         ①記録挑戦種目 １００ｍ・１１０ｍＨ・走高跳・棒高跳・走幅跳・砲丸投（５ｋｇ） 

円盤投（１．５ｋｇ） 

②代表選考種目 １５０ｍ・１０００ｍ・１１０ｍＪＨ（０．９９１ｍ）・三段跳 

円盤投（１．５ｋｇ）・ジャベリックスロー 

       （２）Ｕ１６女子（１０種目） 

         ①記録挑戦種目 １００ｍ・１００ｍＨ・走高跳・走幅跳・砲丸投（２．７２１ｋｇ） 

円盤投（１．０ｋｇ） 

②代表選考種目 １５０ｍ・１０００ｍ・１００ｍＹＨ（０．７６２ｍ／８．５０ｍ） 

棒高跳・三段跳・円盤投（１．０ｋｇ）・ジャベリックスロー 

（３）Ｕ１８男子（１０種目） 

１００ｍ・３００ｍ・１１０ｍＨ（０．９９１ｍ）・３００ｍＨ（０．９１４ｍ）・走高跳・

棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投（６ｋｇ）・円盤投（１．７５ｋｇ） 

       （４）Ｕ１８女子（１０種目） 

１００ｍ・３００ｍ・１００ｍＹＨ（０．７６２ｍ）・３００ｍＨ（０．７６２ｍ）・走高

跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投（４ｋｇ）・円盤投（１ｋｇ） 

        ※三段跳の踏切板から砂場までの距離は男子１１ｍ、女子９ｍで実施 

 

 



７ 競技日程 

 ８月２８日（土） ８月２９日（日） 

 男子 女子 男子 女子 

Ｕ１６ 

１００ｍ １００ｍ １５０ｍ １５０ｍ 

１０００ｍ １０００ｍ １１０ｍＨ １００ｍＨ 

  
１１０ｍＪＨ

（０．９９１ｍ） 

１００ｍＹＨ 

（０．７６２ｍ／８．５０ｍ） 

走高跳 走高跳   

棒高跳 棒高跳   

三段跳 三段跳 走幅跳 走幅跳 

円盤投(1.5kg) 円盤投(1.0kg) 砲丸投(5kg) 砲丸投(2.721kg) 

ジャベリックスロー ジャベリックスロー   

Ｕ１８ 

１００ｍ １００ｍ ３００ｍ ３００ｍ 

  
１１０ｍＨ 

（０．９９１ｍ） 

１００ｍＹＨ

（０．７６２ｍ） 

  
３００ｍＨ 

（０．９１４ｍ） 

３００ｍＨ 

（０．７６２ｍ） 

走高跳 走高跳   

棒高跳 棒高跳   

三段跳 三段跳 走幅跳 走幅跳 

円盤投(1.75kg) 円盤投(1.0kg) 砲丸投(6kg) 砲丸投(4kg) 

 

８ 競技規定 （１）２０２１年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則と本大会要項を適用する。ただし、ス

タートの不適切行為（１６２条５）は、適用しない。 

       （２）競技規則１６２条６、７により、不正スタートした競技者は失格とする。 

 

９ 参 加 料 【Ｕ１６】１種目６００円 ※２種目出場者は１，２００円 

       【Ｕ１８】１種目８００円 

 

１０ 申 込 み ２０２１年８月９日（月）～２０日（金）〆切 ※以降は受け付けません。 

①申し込み方法は埼玉陸協ホームページか要項集をご覧ください。ＮＩＳＨＩホームページ

（https://nishi-nans21v.com/）よりエントリーシート等ダウンロードが必要です。 

②参加料は下記振込先へ郵便振替となります。※学校名・大会名を記入または入力すること。 

 郵便振替   口座番号    ００１７０－０－５５０４６４ 

        加入者氏名   埼玉陸上競技協会 

③参加一覧表に振替証明書（コピー可）を貼付して大会当日、受付に提出する。 

④参加承諾書、体調管理チェックシートを学校毎に大会当日、受付にて提出すること。分散で来場

する場合には、招集開始の１時間前までに提出すること。 

 

１１ そ の 他  ・参加料は郵便振替をしてください。申込書に振込証明を添付してください。また、申し込み後の

返金はいたしません。 

・参加校の顧問は必ず競技役員をやってください。（希望部署を申込みに入力） 

・ナンバーカードは、各地区で使用しているナンバーを使用してください。 

・スパイクのピンの長さは９ｍｍ以下としています。 

・申込み書類に不備があった場合は参加できないことがあります。 

・競技時間等はプログラム編成終了後に埼玉陸協のホームページ等にアップする予定です。都合に



より事前に発表できない場合も主催者は責任を一切負いません。また、電話等による問い合わせに

は応じません。 

・プログラムは受付時に１校または１団体に１部配布いたします。それ以外は購入してください。

受付は、競技開始約１時間前より準備が整いしだい正面玄関にて行います。 

・競技中の負傷等について、応急処置は主催者で行いますが、以降は参加者で行ってください。な

お、主催者は責任を一切負いません。 

・スポーツ傷害保険等は個人で加入してください。 

・新型コロナ等感染防止対策についての日本陸連のガイダンス及び本大会の感染対策を遵守する

ものとする。 

・一般の観戦者は入場をお断りします。保護者等の観戦についてはなるべく控えていただける

ようお願いいたします。スタンドへの入場時には氏名・連絡先等を記入していただきます。 

 

１２ 連絡先  【Ｕ１６】川口市立西中学校 県中体連陸上専門委員長 中村 信悟 

℡ ０４８－２５３－１２３１  携帯 ０９０－９３４５－７８６７ 

【Ｕ１８】埼玉県立大宮東高校 県高体連強化委員長 川﨑 知美 

℡ ０４８－６８３－０９９５  携帯 ０９０－７１９１－０３３４ 

 

１３ 【Ｕ１６】参加標準記録（公認記録のみ） 

区分 
男子 女子 

種目 種目 

記録挑戦 

１００ｍ １１．６０ １００ｍ １３．１０ 

１１０ｍＨ １６．５０ １００ｍＨ １６．５０ 

走高跳 １ｍ７３ 走高跳 １ｍ４５ 

棒高跳 ３ｍ４０   

走幅跳 ５ｍ８０ 走幅跳 ４ｍ８０ 

砲丸投（５．０００ｋｇ） 

（６．０００ｋｇ） 

１０ｍ５０ 

９ｍ５０ 

砲丸投（２．７２１ｋｇ） 

（４．０００ｋｇ） 

１０ｍ５０ 

８ｍ５０ 

円盤投（１．５００ｋｇ） 

（１．７５０ｋｇ） 
設定しない 円盤投（１．０００ｋｇ） 設定しない 

選考種目 

１５０ｍ（１００ｍ） 

（２００ｍ） 

１１．６０ 

２３．５０ 

１５０ｍ（１００ｍ） 

（２００ｍ） 

１３．１０ 

２６．７０ 

（８００ｍ） 

１０００ｍ（１５００ｍ） 

（３０００ｍ） 

２：０５．５０ 

４：２０．００ 

９：１５．００ 

（８００ｍ） 

１０００ｍ（１５００ｍ） 

２：２２．００ 

４：５０．００ 

１１０ｍＪＨ 

（１１０ｍＨ） 

１７．００ 

１６．５０ 

１００ｍＹＨ 

（１００ｍＨ） 

１７．００ 

１６．５０ 

  棒高跳 ２ｍ２０ 

三段跳 設定しない 三段跳 設定しない 

円盤投（１．５００）ｋｇ 設定しない 円盤投（１．０００ｋｇ） 設定しない 

ジャベリック 設定しない ジャベリック 設定しない 

注：三段跳・円盤投・ジャベリックについては、標準記録を設けないが十分に練習をして参加をしてください。三

段跳びに関しては砂場から男子１１ｍ、女子９ｍの位置に踏切板を設置します。 

 



ジュニアオリンピックカップリレーメンバー選考基準 

１．日本陸上競技連盟登録者及び埼玉陸上競技協会登録者であること。 

２．ジュニアオリンピック選考会（１００ｍまたは１５０ｍ）を最終予選会とし、本大会出場者・国体出場予定

者・全国大会入賞者より選出する。なお、選出の人数は１００ｍから４名、１５０ｍから２名を基準とする。 

３．選考会（１００ｍまたは１５０ｍ）に出場することを原則とするが、次の場合は出場しなくてもよい。 

① 国体出場予定者 ② 全国大会入賞者 

４．上記３を除き、選考会の結果を最優先に選考する。 

５．選考会終了後の会議には、選手と顧問または代表者が必ず出席するものとする。ただし、選考会に出場して

いない場合は、選考委員より選考会終了後連絡を入れる 

～選考後について～ 

１．大会までに３回程度の練習会を行います。参加できるよう日程調整をしてください。 

２．選考されたとしても本大会で選手として走ることを約束するものではありません。大会当日までのコンディ

ショニング、練習会での状態、特に大会当日の状態を総合的に判断して、県代表指導者がオーダーを決めま

す。 

３．リレーメンバーとして選考されなかった本大会出場選手の起用もあります。 

４．怪我やコンディショニング不良等がある場合には早めに県代表スタッフ連絡をしてください。 

◎本大会参加資格（種目は本大会要項参照） 

２０２１年度日本陸上競技連盟登録競技者かつ日本国籍を有する者（日本で生まれ育った外国籍を有する競技

者を含む）のうち（１）・（２）の順で、各種目の競技者人数のターゲットナンバー（出場者数の上限）を上限に

正式参加者とする。 

Ｕ１８：２００６年１月１日から２００８年４月１日の間に生まれた競技者 

Ｕ１６：２００６年１月１日から２００８年４月１日の間に生まれた競技者※クラブ登録者も可能 

（１）ターゲットナンバーを上限に、申込資格有効期間２０２０年１月１日～８月３０日までの間に複数種目

で申込資格記録に到達している、申込資格記録①の記録上位の競技者。 

（２）日本陸連強化委員会強化育成部の承認競技者。 

※公認競技会で樹立された記録であること。 

※各種目において、ターゲットナンバーを上限に正式な参加者とする。 

申込締切後、資格審査を行ったうえで、本連盟HPに正式な大会参加者を（エントリーリスト）を発表する。 

※U16男子⑥～⑫U16女子⑤～⑫の種目は都道府県で代表者1名を選出する 

※リレーは、各都道府県から１選抜チーム(補欠を含む6名)出場できる。 

◎参加制限 

１選手１種目とする。申し込みも1選手1種目とする。ただし、リレーは除く。 

Ｕ１６の選手はＵ１８に申込できない 

◎申込資格 

(1) 実施種目に申し込みするには資格記録①と②を突破すること  

(2) U16男女4×100ｍリレーは、各都道府県から１選抜チーム(6名)申し込みできる。  

正式な大会参加者については、申込締切後、資格審査を行ったうえでターゲットナンバーを上限に正式な参加

者とする。 

※番組編成は資格記録①の種目で行う。 

※150mのスタート地点は300mHの4台目の位置 

※145mのスタート地点は400mHの7台目の位置 

 Ｕ１６について埼玉県の場合は、中体連陸上専門部委員会で確認されて

いるとおり、ジュニアオリンピック選手選考会を最終予選とします。その

日のうちに申込種目を確定し、中体連専門部委員長に報告すること。 

 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第５２回Ｕ１６陸上競技大会は２０２１年１０月２２日（金）～２４日

（日）「愛媛県松山市、愛媛県総合運動公園陸上競技場」にて行われます。 

 


