
修正前 2021 年 8 月 31 日修正 

7.種目 

U16 男子（12 種目） 

100m 150m 1000m 110mH（0.991m/9.14m） 

4×100mR 

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投（5.000kg） 

ジャベリックスロー 円盤投（1.500kg） 

U16 女子（12 種目） 

100m 150m 1000m 100mH（0.762m/8.50m） 

4×100mR 

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投（2.721kg） 

ジャベリックスロー 円盤投（1.000kg） 

7.種目 

U16 男子（11 種目） 

100m 150m 1000m 110mH（0.991m/9.14m） 

 

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投（5.000kg） 

ジャベリックスロー 円盤投（1.500kg） 

U16 女子（11 種目） 

100m 150m 1000m 100mH（0.762m/8.50m） 

 

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投（2.721kg） 

ジャベリックスロー 円盤投（1.000kg） 

9.参加資格 

(1)申込資格記録有効期間 2021 年 1 月 1 日～2021

年 8 月 30 日までの間に複数種目で申込資格記録

（公認競技会で樹立された公認記録） 

に到達している、申込資格記録①の記録上位の競技

者。 

ただし、以下＊の都道府県代表選手各 1 名（1 チー

ム）の種目については、各都道府県で１名の選手を

推薦し、申込をすること。 

U16 の都道府県代表選手で公認記録がある競技者は

2021 年 1 月 1 日～2021 年 9 月 11 日の公認記録を

入力し申込をすること。公認記録 

が無い競技者については「記録無し」で申し込みを

すること。番組編成は「公認記録」「記録無し」の

順で編成する。 

＊【U16 男子】150m 110mH(0.991m/9.14m) 三段

跳 1000m ジャベリックスロー(300g) 円盤投

(1.500kg) 4×100mR 

＊【U16 女子】棒高跳 150m 

100mH(0.762m/8.50m) 三段跳 1000m ジャベリッ

クスロー 円盤投(1.000kg) 4×100mR 

※リレーは、各都道府県から１選抜チーム(補欠を

含む 6 名)とする。 

9.参加資格 

(1)申込資格記録有効期間 2021 年 1 月 1 日～2021 年

8 月 30 日までの間に複数種目で申込資格記録（公認競

技会で樹立された公認記録） 

に到達している、申込資格記録①の記録上位の競技

者。 

ただし、以下＊の都道府県代表選手各 1 名の種目につ

いては、各都道府県で１名の選手を推薦し、申込をす

ること。 

U16 の都道府県代表選手で公認記録がある競技者は

2021 年 1 月 1 日～2021 年 9 月 11 日の公認記録を入

力し申込をすること。公認記録 

が無い競技者については「記録無し」で申し込みをす

ること。番組編成は「公認記録」「記録無し」の順で

編成する。 

＊【U16 男子】150m 110mH(0.991m/9.14m) 三段跳 

1000m ジャベリックスロー(300g) 円盤投(1.500kg) 

 

＊【U16 女子】棒高跳 150m 100mH(0.762m/8.50m) 

三段跳 1000m ジャベリックスロー 円盤投(1.000kg) 

 

10.参加制限 

1 選手 1 種目とする。申込も 1 選手 1 種目とする。

ただし、リレーは除く。 

U16 の選手は U18 の種目に申し込みできない。 

10.参加制限 

1 選手 1 種目とする。申込も 1 選手 1 種目とする。 

 

U16 の選手は U18 の種目に申し込みできない。 

11.申込資格 

(1)実施種目に申込するには資格記録①と②を突破

すること 

11.申込資格 

（1) 実施種目に申込するには、以下のいずれかを満た

していること 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※U18 男子・女子 300mH の申込資格種目①は、

400mH の記録も認める。 

ただし、ターゲットナンバーは 300mH、400mH の

記録の順で定める。 

①で 400mH を選択した場合、②では 200m の記録

を突破すること。 

※U18 男子・女子 3000ｍＷの申込資格種目①は、

5000W で突破すること。 

 

 

 

 

 

 

(2)U16 の都道府県代表選手 1 名（1 チーム）の種

目に公認記録が無い競技者については「記録無し」

で申込をすること。 

※U16 男女 4×100ｍリレーは、各都道府県陸上競

技協会から１選抜チーム(補欠を含む 6 名)申し込み

できる。 

 

(3)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。 

 

A）申込資格種目①②の両方で資格記録を突破するこ

と（この場合、申込の際に②の記録も必ず入力するこ

と） 

B）申込資格種目①のみの資格記録を突破すること

（この場合、申込の際に②の記録は入力しなくてよ

い） 

出場者は下記の順により決定する。 

１）上記 A）、B）による申込者を合わせた中から、申

込資格種目①の記録順に、ターゲットナンバー30 の種

目は 10 名、同 40 の種目は 12 名の競技者をまず決定

する 

２）続いて、上記 A）による申込者から上記１）の該

当者を除いた中から、申込資格種目①の記録順にター

ゲットナンバーまでの競技者を決定する 

※U18 男子・女子 300mH の申込資格種目は、400mH

の記録も認める。 

ただし、ターゲットナンバーは 300mH、400mH の記

録の順で定める。 

①で 400mH を選択した場合、②では 200m の記録を

突破すること。 

※U18 男子・女子 3000ｍＷの申込資格種目は、

5000W で突破すること。 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、出場選手

数を制限する必要が生じた場合、ターゲットナンバー

を変更する可能性がある。その際に１）の人数はター

ゲットナンバーに対して約 3 割を目処に設定する。 

 

(2)U16 の都道府県代表選手 1 名の種目は、各都道府

県陸上競技協会から推薦し申込こと。申込の際、公認

記録のある場合は有効期限内の記録を入力すること。 

その記録は番組編成で資格記録がある競技者から編成

する。公認記録が無い競技者については「記録無し」

で申込をすること。 

 

(3)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。 

 

※都道府県代表を推薦する種目は、予選会の実施は必

須ではなく、各都道府県の推薦基準に準じて推薦する

こと。 ただし、番組編成の際は資格記録がある競技

者から並べて編成する。 



 

14.申込方法 

(2)申込期間：U18：8 月 30 日(火)～9 月 10 日

(金)17：00 まで(予定)※インターネットで申込 

U16：8 月 30 日(火)～9 月 10 日(金)17：00 まで(予

定)※インターネットで申込 

 

U16 都道府県代表選手（リレー含む）：2021 年 9 月

24 日(金)～2021 年 9 月 29 日(水)17：00 まで 

※都道府県代表選手は都道府県陸上競技協会からイ

ンターネットで申込。期限は 9 月 29 日(水)17：00

まで 

 

 

※U16 でターゲットナンバー外の選手は都道府県代

表選手として申込ことができる。 

14.申込方法 

(2)申込期間：U18：9 月 3 日(金)15：00～9 月 14 日

(火)17：00 まで 

U16：9 月 3 日(金)15：00～9 月 14 日(火)17：00 まで 

※申込方法については 9 月 2 日(木)15：00 に掲載す

る。 

 

U16 都道府県代表選手：2021 年 9 月 24 日(金)～2021

年 9 月 29 日(水)17：00 まで 

※都道府県代表選手は都道府県陸上競技協会からイン

ターネットで申込。期限は 9 月 29 日(水)17：00 まで 

申込方法については 9 月 15 日(水)15：00 （予定）に

HP に掲載する。 

※U16 でターゲットナンバー外の選手は都道府県代表

選手として申込ことができる。 

18.その他 

(8)新型コロナウイルス感染症等の対策として、レ

ース直前、競技者に検温を求めることがある。 

感染拡大の可能性がある場合、主催者が出場を認め

ないこともありうる。その場合、参加料の返金は行

わない。 

18.その他 

(8)新型コロナウイルス感染症等の対策として、選手お

よび引率者は、愛媛県への来県 72 時間以内の PCR 検

査または抗原定量検査(*1)の義務。陰性結果が分かる

もの(*2)を受付時に提出いただきます。なお、検査費

は自己負担となりますことをご了承ください。 

*1:抗原検査：抗原定量検査の結果は認めますが、抗原

定性検査の結果は認めませんのでご注意ください。 

*2:陰性証明書ではなく、陰性結果が分かるもので構い

ません。 

※検査の違いについてはこちら（厚生労働省 新型コ

ロナウイルス感染症に関する検査について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00

00121431_00132.html） 

また、競技役員など競技会に関わる人への PCR 検査

または抗原定量検査も実施いたします。 

選手・引率者に愛媛県に入る大会前 72 時間に PCR 検

査または抗原定量検査の陰性結果を求める場合があ

る。また、大会参加・競技会場来場には本大会が定め

る感染症対策の注意事項を遵守すること。感染拡大の

可能性がある場合、主催者が出場を認めないこともあ

りうる。その場合、参加料の返金は行わない。 

PＣＲ検査、感染症対策の注意事項の詳細については

改めて大会ホームページにてご案内いたします。 

 

 


