
第 7 回全国高等学校陸上競技選抜大会要項 

～サマーチャレンジカップ～ 

趣  旨 

種目間トランスファーを考慮した参加標準記録を設定し、優秀な人材が専門外種目に挑戦する機会を提供

すること。また、専門種目に必要な能力を考慮した専門外種目での参加標準記録を設定することで、競技者

としての視野を広げ、シニアに繋がる普及・強化を図ること。 

 

１ 主  催 

日本陸上競技連盟   

 

２ 後  援 

大阪府 大阪府教育委員会 大阪市 大阪市教育委員会 読売新聞社 

 

３ 主  管 

大阪陸上競技協会 全国高等学校体育連盟陸上競技専門部 

 

４ 協  賛 

アシックスジャパン株式会社 大塚製薬株式会社 日本航空株式会社 株式会社ニシ･スポーツ 

青山商事株式会社 デンカ株式会社 丸大食品株式会社 久光製薬株式会社 

株式会社クリエイト アース製薬株式会社 

 

５ 協  力 

一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ 

 

６ 期  日 

２０１９年８月３１日（土）・９月１日（日） 

 

７ 場  所 

ヤンマーフィールド長居(長居第２陸上競技場） 

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園 1 － 1 TEL 06-6691-2500 

 

８ 種  目 

男子の部 スプリントトライアスロン（60m・150m・300m）、600ｍ、3000ｍ、110mMH、300ｍＨ、 

2000ｍ障害、3000m 競歩、二段跳、砲丸投、五種競技（100m・走幅跳・砲丸投・走高跳・400m） 

女子の部 スプリントトライアスロン（60m・150m・300m）、600ｍ、2000ｍ、100mYH、300ｍＨ、 

2000ｍ障害、3000m 競歩、四段跳、棒高跳、砲丸投、ハンマー投、四種競技（100mH・走高跳・

砲丸投・200m） 

※1：スプリントトライアスロンは、60m、150m、300m の合計点で競う。 

※2：男子 110mMH は、高さ 0.914ｍ、スタートラインから第 1 ハードルまでの距離 13.72ｍ、ハードル間



の距離 9.14ｍとする。 

※3：女子 100mYH は、高さ 0.762ｍ、スタートラインから第 1 ハードルまでの距離 13ｍ、ハードル間の距

離 8.5ｍとする。 

※4：男女 300mH のハードルの配置について下記の通りとする。 

    台数 8 台、高さ男子 0.914ｍ、女子 0.762ｍ、スタートラインから第 1 ハードルまでの距離 45ｍ、ハー

ドル間の距離 35ｍ、最終のハードルからフィニッシュラインまでの距離 10ｍとする。 

※5：3000ｍ競歩はピットレーンを実施する。ラスト 1 周に入る制限記録を設定する。 

※6：男子二段跳は「踏切右脚・右脚・着地」または「踏切左脚・左脚・着地」での跳躍とする。 

【実施目的】男子三段跳の記録は、ホップとステップの合計距離と密接な関係がある。また、助走速度

も三段跳の記録と密接な関係がある。しかし、三段跳の助走は、走幅跳に比べ跳躍をまとめるために助

走速度を抑える傾向がある。二段跳にすることで、助走速度を高め、ホップとステップの合計距離を伸

ばす跳躍を獲得していくことが狙いとなる。 

※7：女子四段跳は「踏切右脚・右脚・右脚・左脚・着地」または「踏切左脚・左脚・左脚・右脚・着地」で

の跳躍とする。 

  【実施目的】右脚踏切の場合、右→右→右と同じ脚の動作を繰り返すためには、正しいステップの動作

を身につける必要がある。正しいステップの動作を身につけることによって、ホップとステップの合計

距離を伸ばすことが狙いとなる。また、正しいステップの動作を身につけることで、ジャンプの距離を

伸ばすことが期待される。 

※8：男女砲丸投は回転投法限定とする。 

【競技実施日】 

＊エントリー数により予選がなくなる場合はあるが、決勝実施日に変更はない。 

◆第 1 日目 8 月 31 日(土） 

男子の部 600m（予・決），3000m（予），300mH（予・決）、2000mSC（決），砲丸投（決），五種競技 

女子の部 600m（予・決），2000m（予），300mH（予・決）、2000mSC（決），棒高跳（決）， 

四段跳（決），砲丸投（決） 

◆第 2 日目 9 月 1 日(日） 

男子の部 スプリントトライアスロン，3000m（決），110mMH（予・決）， 

3000m 競歩（決），二段跳（決） 

女子の部 スプリントトライアスロン，2000m（決），100mYH（予・決），3000m 競歩（決）， 

四種競技，ハンマー投（決） 

 

９ 参加資格 

２０１９年度日本陸上競技連盟登録競技者で、下記（１）、（２）の条件を満たし、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）。外国籍競技者はオープン参加とし順位はつかない。 

（１）２００１年４月２日から２００４年４月１日の間に生まれた競技者。 

（２）２０１８年１月１日より２０１９年７月３１日までの間に別紙の参加標準記録に到達した競技者。 

 

10 競技規則 

２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会申し合わせ事項による。 



 

11 参 加 料 

１人１種目 ４，０００円 

 

12 申込方法 

【混成競技】 

１）申込は、所定の用紙(申込書・総括申込書）を日本陸連及び大阪陸協ホームページよりダウンロードし、

必ずメールにて申し込むこと。郵送・FAX では受け付けない。 

尚、参加標準記録の突破が証明できるようなリザルトのコピー等を添付すること。 

※記録証明のリザルトについてはメール・FAX・郵送のいずれかで大阪陸協へ送付のこと。 

※申込にあたっては、「参加申込についての注意事項」を参照すること。 

２）参加料は資格審査後、大阪陸協から連絡があった者に限り、所定の口座に速やかに振り込むこと。 

３）申し込み期間 ２０１９年７月９日(火)～７月３１日（水）１７時００分 ※郵送の場合は８月１日（木）

必着 

【混成以外の種目】 

１）日本陸連ホームページ「第７回全国高等学校陸上競技選抜大会」から直接、インターネット申し込みと

する。https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1422/ ※申請記録を手入力で申し込みした場合のみリザ

ルトのコピーを大阪陸上競技協会へ送付すること。（記録証明書・リザルト・賞状等。陸上競技マガジン等

のコピーでも可）メール・FAX・郵送で受け付けるがそれぞれ学校名・選手名・エントリー種目・資格種

目・記録を記載または該当選手・記録にマーカー等を引いておくこと。 

 

２）参加料送金方法はコンビニ決済およびクレジットカード決済に限る。 

３）申込期間  ２０１９年７月９日(火)１３時００分～７月３１日（水）１７時００分 

４）リザルト送付先  〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園 1-1 ヤンマースタジアム長居内 

            一般財団法人大阪陸上競技協会 全国高校選抜大会 宛   

TEL 06（6697）8899 FAX 06（6697）8766 Mail： senbatsu@oaaa.jp 

 

13 欠場について 

大会参加が認められた後に欠場する者は、大会規定の欠場届（日本陸連ホームページ大会情報本大会要項）

に必要事項を記入し大会前日までに大会事務局へ FAX（06-6697-8766）すること。大会開催中は、TIC に提

出のこと。届けなく欠場した者は、日本陸上競技連盟及び加盟団体の主催・主管する競技会に出場を認めな

い処置を講ずることがある。 

 

14 表  彰 

各種目１位から３位までに賞状とメダルを、４～８位までに賞状を授与する。 

 

15 個人情報の取扱について 

（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り扱う。な

お、取得した個人情報は、大会資格審査、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、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。 

 

16 その他 

（１） 本大会で下記の通り入賞した選手は本年度開催される U20/U18 日本陸上競技選手権大会へのシー

ド権を得る。該当種目ごとに、シード権の枠が異なるため、下記内容を確認すること。本大会から

のシード選手が U20/U18 どちらにエントリーするかは、選手自身に委ねる。 

 ◆シード権枠一覧 

 ・男女スプリントトライアスロン…1 位から 8 位まで、100m・200ｍ・300m（U18）・400m のいずれか 

１種目のシード権 

 ・男女 600m…1 位から 6 位まで、男女 800m のシード権 

 ・男子 110mMH、女子 100mYH…1 位から 6 位まで、男子 110mH、女子 100mH のシード権 

 ・男女 300mH…1 位から 6 位まで、男女 300ｍH（U18）・男女 400mH のシード権 

 ・男子二段跳、女子四段跳…1 位から 8 位まで、男女三段跳のシード権 

 ・女子棒高跳…1 位から 8 位まで、女子棒高跳のシード権 

 ・男女砲丸投…1 位から 3 位まで、男女砲丸投のシード権 

・女子ハンマー投…1 位から 3 位まで、女子ハンマー投のシード権 

（２）正式な競技日程は申込締切後資格審査を行い、競技日程・競技注意事項等を 8 月１０日（土）以降、

日本陸連・大阪陸協ホームページに掲載する。 

（３）競技中に発生した傷害・疾病についての応急処置は主催者側で行うが、以後の責任は負わない。 

（４）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。 

（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及び展

示物に関する規定による。 

（６）棒高跳用ポールの送付について 

  日本陸上競技連盟ホームページより「配送依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入しＦＡＸにて「日

本陸上競技連盟 配送専用マネジメントセンター」まで送付、西濃運輸で往復便として取り扱う事ができ

る。費用については、日本陸上競技連盟ホームページを確認すること。 

（７）2019 年 8 月 31 日（土）競技終了後に砲丸投における回転投法クリニックを開催いたします。 

※詳細は 6 月中にご案内いたします。 講師：Don Babbitt 氏  受講料 無料 

（８）宿泊希望者は、下記にて斡旋する。 

  株式会社 JTB スポーツマーケティング事業部 営業第二課 担当：小林 TEL：03‐5909‐8676 

  宿泊専用サイトを 7 月 5（金）に日本陸上競技連盟ホームページに掲載する。 



第7回全国高等学校陸上競技選抜大会（2019年）

参加標準記録

種目 男子 標準記録 条件 種目 女子 標準記録 条件

100m 10.75 100m 12.25
200m 21.80 200m 25.05
400m 48.50 400m 57.00
走幅跳 7.05 走幅跳 5.65
400m 49.50 400m 57.30
400mH 54.00 400mH 63.00
800m 1.54.00 800m 2.14.00
1500m 3.54.00 1500m 4.30.00
100m 10.90 100m 12.35
走幅跳 6.95 走幅跳 5.55
200m 22.10 200m 25.40
400m 49.50 400m 57.30
110mH 14.90 100mH 14.10
400mH 52.50 400mH 60.50
800m 1.56.00 800m 2.16.00
1500m 3.55.00 1500m 4.36.00
800m 2.03.00 800m 2.23.00
1500m 4.10.00 1500m 4.45.00
5000m 15.20.00 3000m 10.00.00
走幅跳 7.10 走幅跳 5.70
三段跳 14.80 三段跳 12.10
走高跳 2.00 走高跳 1.65

棒高跳 3.00
100m 12.95
走幅跳 5.00

砲丸投（6.0kg） 15.00 砲丸投（4.0kg） 12.00
円盤投（1.75kg） 40.00 円盤投（1.00kg） 36.00

ハンマー投 43.00
砲丸投（4.0kg） 11.00
円盤投（1.00kg） 33.00

◆参加資格
２０１９年度本連盟登録競技者で、下記（１）、（２）の条件を満たし、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）。
外国籍競技者はオープン参加とし順位はつかない。
（１）２００１年４月２日から２００４年４月１日の間に生まれた競技者。
（２）２０１８年１月１日から申込締切日２０１９年７月３１日までの間に参加標準記録に到達した競技者。

◆競技方法
ハードルの高さや二段跳などの競技方法については前回大会同様の競技方法で実施する。
詳細は大会要項を確認のこと。

ハンマー投
ハンマー投で43m00以上の記録を持ち，
かつ，砲丸投・円盤投いずれかの記録に

到達した競技者

五種競技
24名を上限とし、十種競技に含まれる

任意の3種目の合計2300点に到達した競技者
四種競技

24名を上限とし、七種競技に含まれる
任意の3種目の合計2300点に到達した競技者

棒高跳
棒高跳で3m00以上の記録を持ち，

かつ，100m・走幅跳いずれかの記録に
到達した競技者

砲丸投
いずれかの記録に
到達した競技者

砲丸投
いずれかの記録に到達した競技者
（砲丸投の投法は問わない）

3000m競歩
いずれかの記録に
到達した競技者

3000m競歩
いずれかの記録に
到達した競技者

二段跳
いずれかの記録に
到達した競技者

四段跳
いずれかの記録に
到達した競技者

300mH
いずれかの記録に
到達した競技者

300mH
いずれかの記録に
到達した競技者

2000m障害物
いずれかの記録に
到達した競技者

2000m障害物
いずれかの記録に
到達した競技者

3000m
いずれかの記録に
到達した競技者

2000m
いずれかの記録に
到達した競技者

110mMH
(0.914m)

いずれかの記録に
到達した競技者

100mYH
(0.762m-8.5m)

いずれかの記録に
到達した競技者

スプリント
トライアスロン
(60m150m300m)

いずれかの記録に
到達した競技者

スプリント
トライアスロン
(60m150m300m)

いずれかの記録に
到達した競技者

600m
いずれかの記録に
到達した競技者

600m
いずれかの記録に
到達した競技者


