
 

JOCジュニアオリンピックカップ 

日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会要項   

第２８回 日本ジュニア陸上競技選手権大会 
  

１．主   催    日本陸上競技連盟 

２．共   催    中日新聞社  

３．後   援    公益財団法人日本オリンピック委員会 日本実業団陸上競技連合 公益社団法人日本学生陸上競技連合  

愛知県 愛知県教育委員会 名古屋市 名古屋市教育委員会 財団法人愛知県体育協会  

財団法人名古屋市教育スポーツ協会 東海テレビ放送  

４．主   管    一般財団法人愛知陸上競技協会 

５．特別協賛    株式会社ミニミニ  フジパングループ本社 株式会社 

６．協   賛    株式会社ナイキジャパン  株式会社アシックス 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ･スポーツ 株式会社ブロンコビリー 

７．期   日    ２０１２年１０月１９日（金）～２１日（日） ３日間 

８．会   場    瑞穂公園陸上競技場  〒４６７－００６２ 名古屋市瑞穂区山下通５－１   

電話（０５２）８３６－８２００（代表） ＦＡＸ（０５２）８３６－８２０６ 

９．種   目   （男子）１４種目 

１００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １１０ｍＨ ４００ｍＨ 

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）１４種目 

１００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １００ｍＨ ４００ｍＨ 

               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 

          日程 【第１日目】 １０月１９日（金） 

               （男子） ４００ｍ １１０ｍＨ やり投 

               （女子） ４００ｍ １００ｍＨ 走高跳 棒高跳 円盤投 やり投  

             【第２日目】 １０月２０日（土） 

               （男子） １００ｍ ８００ｍ 三段跳 棒高跳 砲丸投 円盤投 

                （女子） １００ｍ ８００ｍ 三段跳 ハンマー投 

             【第３日目】 １０月２１日（日） 

                （男子） ２００ｍ ４００ｍＨ 走高跳 走幅跳 ハンマー投  

                （女子） ２００ｍ ４００ｍＨ 走幅跳 砲丸投  

                 注） 競技日程は、申込み数等により変更することがある。 

１０．参加資格     下記の（１）、（２）の条件を満たし、本連盟登録者であり、日本国籍を有する競技者（日本で生まれ育った外国籍を有する競技者を含

む）を正式参加者とし、外国籍競技者はオープン参加とし順位はつかない。 

   ただし、予選通過者は決勝ラウンドに進出できる。 

（１）１９９３年１月１日から１９９７年４月１日の間に生まれた競技者 

           （２）２０１１年１月１日から２０１２年９月１７日までの間に参加標準記録（別紙）に到達した競技者。 

（３）本連盟強化委員会ジュニア育成部の承認競技者 

※ただし、日本ジュニア選手権に申し込んだ競技者は同日開催の日本ユース選手権には申し込めない。 

１１．参加制限    １人２種目までとする。 

１２．競技規則    （１）２０１２年度日本陸上競技連盟競技規則による。 

（２）競技規則１６２条６・７により、１回目から不正スタートした競技者は失格とする。 

スターターの合図は英語とする。（「オン・ユア・マークス」「セット」） 

           （３）ハードルの高さ 

             男子１１０ｍＨ（１．０６７ｍ） 男子４００ｍＨ（０．９１４ｍ） 

             女子１００ｍＨ（０．８３８ｍ） 女子４００ｍＨ（０．７６２ｍ） 

（４）投てき物の重さ 



             男子 砲丸（６．０ｋｇ） 円盤（１．７５ｋｇ） ハンマー（６．０ｋｇ） やり（８００ｇ） 

             女子 砲丸（４．０ｋｇ） 円盤（１．０ｋｇ）  ハンマー（４．０ｋｇ） やり（６００ｇ） 

１３．参 加 料    （１） １人１種目 ２，１００円（傷害保険料１００ 円含む）   

    ※傷害保険補償内容 死亡･後遺障害５０ 万円 入院(日割)５，０００ 円 通院(日割)３，３００ 円  

      ※大会参加中に負傷した場合に限る 

(２） 参加料は、理由の如何にかかわらず返金しない。 

１４．申込方法     参加希望者は、 

           ①日本陸上競技連盟のホームページを開く。http://www.jaaf.or.jp/ 

            大会情報⇒２０１２年日本ジュニア・ユース選手権   

           ②１種目ごとの「個人種目申込書」、男女別「総括申込書」に該当事項を入力する。 

           ③メールにて大会事務局に送信する。（アドレスは 2012junioryouth@jaaf.or.jp） 

           ④各申込書をプリントアウトし、資格を取得した大会における証明（記録証明書、リザルトなど。陸上競技マガジンなどのコピーでも

可。）を添えて９月１９日（水）必着で下記あてに郵送すること。 

なお、参加料は、所属名と申込責任者名を記入のうえ、下記あてに振り込むこと。 

（振込用紙のコピーを「総括申込書」の所定の欄に添付する） 

            申込書送付先  〒４６０－００１２ 

                    名古屋市中区千代田２－１９－１６ 千代田ビル７Ｆ 「愛知陸上競技協会」あて 

                    ＴＥＬ（０５２）２４９―４３６３  ＦＡＸ（０５２）２４９－４３６６   

            参加料振込先  口座番号  ゆうちょ銀行  ００８７０－７－１５１５４２ 

                    加入者名  一般財団法人 愛知陸上競技協会〔 ｻﾞｲ)ｱｲﾁﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ 〕 

                    支店名   名古屋鶴舞 

             ※ゆうちょ銀行以外から振り込みをする場合は下記内容で行うこと。 

                    支店名   〇八九店（０８９） 

                    預金種目  当座 

                    口座番号  ０１５１５４２ 

１５．表  彰   （１）各種目の優勝者には、賞状と選手権獲得章を、第２・３位には賞状とメダルを、第４位から第８位までに賞状をそれぞれ授与する。 

          （２）優秀競技者（男女各１名）に、ＪＯＣジュニアオリンピックカップを授与する。 

１６．個人情報の取り扱い 

                    （１）主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報を取扱う。尚、取得した個人情報は、大会の 

資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

 （２）本大会はテレビ放送及びインターネット上で動画配信を行うことがある。 

 （３）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者及び主催者、共催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、 

大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。 

１７．テレビ放映   10月 22日（月）25:20～26:50（東海テレビ）、11月 3日（土）27:00～27:55（ＢＳフジ） 

１８．そ の 他    （１）棒高跳用ポール送付先 

              〒４６７－００６２ 名古屋市瑞穂区山下通５－１ 瑞穂公園陸上競技場内  電話（０５２）８３６－８２００ 

（２）競技日程は、１０月５日（金）までに、各都道府県陸協に送付する。 

また、陸連インターネット・ホームページにも掲載する予定である。 （http://www.jaaf.or.jp/） 

（３）ドーピングコントロール 

      国際陸上競技連盟ドーピング防止規則もしくは日本ドーピング防止規定に基いて行われる。 

（４）ＴＵＥ申請 

   禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得ない競技者は“地用目的使用に係る除外処置 

（ＴＵＥ）“の申請を行わなければならない。詳細については、日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ 

（http://www.jaaf.or.jp/medical/index.html）、又は日本アンチ・ドーピング機構ホームページ 

   （http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。 

（５）競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込める物品の商標の大きさは、競技会における広告および展示物に関する規定による。 

（６）大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上において画像や動画を 配信すること 

を含む）を禁止する。 

１９．宿 舎 等    大会出場のために下記旅行会社が宿泊と弁当を斡旋するので、各所属又は各自で申込をすること。 

            尚、申込は、下記アドレスより行うこと。 

  トップツアー株式会社 https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/jaaf-jr/                                         以  上 

            

http://www.jaaf.or.jp/medical/index.html
http://www.playtruejapan.org/
https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/jaaf-jr/


第２８回日本ジュニア陸上競技大会参加標準記録 

 

 

種  目 男  子 種  目 女  子 

１００ｍ １０．６５ １００ｍ １２．１０ 

２００ｍ ２１．４５ ２００ｍ ２４．７０ 

４００ｍ ４７．９０ ４００ｍ ５５．９５ 

８００ｍ １：５４．００ ８００ｍ ２：１２．００ 

１１０ｍＨ(1.067m) １４．６５ １００ｍＨ(0.838m) １４．２０ 

４００ｍＨ(0.914m) ５３．００ ４００ｍＨ(0.762m) １：０１．５０ 

走高跳 ２ｍ０５ 走高跳 １ｍ７０ 

棒高跳 ４ｍ９０ 棒高跳 ３ｍ４０ 

走幅跳 ７ｍ２５ 走幅跳 ５ｍ８０ 

三段跳 １４ｍ９０ 三段跳 １１ｍ８０ 

砲丸投(6.0kg) 
１５ｍ３０(6.0kg) 

１４ｍ３０(7.26kg) 
砲丸投(4.0kg) １２ｍ９０ 

円盤投(1.75kg) 
４５ｍ００(1.75kg) 

４３ｍ００(2.0kg) 
円盤投(1.0kg) ４１ｍ００ 

ハンマー投(6.0kg) 
５８ｍ５０(6.0kg) 

５３ｍ００(7.26kg) 
ハンマー投(4.0kg) ４５ｍ００ 

やり投(800g) ６３ｍ００ やり投(600g) ４６ｍ００ 

 

 


