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2022 上尾市陸上競技選手権 夏季大会

１. 大会名称 2022 上尾市陸上競技選手権 夏季大会

２. 主 催 上尾市陸上競技協会

３. 共 催 一般財団法人 埼玉陸上競技協会

４. 後 援 上尾市教育委員会

５. 開 催 日 2022 年 ７月３０日(土)・３１日(日) 雨天決行

競技開始予定時刻 午前９時００分

６. 会 場 埼玉県上尾運動公園陸上競技場 ＪＲ高崎線 上尾駅東口 徒歩２０分

７. 種 目

一般･高校生 中 学 生 小 学 生

男 
 

 

子

１

日

目

４００ｍ

１１０ｍＨ

４×１００ｍR

走幅跳

砲丸投（高校・6.000kg）

砲丸投（一般・7.260kg）

やり投

１００ｍ

１５００ｍ

走高跳

砲丸投（5.000kg）

１００ｍ

８００ｍ

４×１００ｍＲ

走幅跳（3ｍ50 以上）

走高跳（1ｍ10 以上）

ジャベリックボール投

２

日

目

１００ｍ

1５００ｍ

４×４００ｍＲ

三段跳

走高跳

円盤投

４００ｍ

１１０ｍＨ

４×１００ｍR

走幅跳

女 
 

 

子

１

日

目

４００ｍ

１００ｍＨ

４×１００ｍR

走幅跳

砲丸投（4.000kg）

やり投

１００ｍ

８００ｍ

走高跳

砲丸投(2.721kg)

１００ｍ

８００ｍ

４×１００ｍＲ

走幅跳（3ｍ30 以上）

走高跳（1ｍ05 以上）

ジャベリックボール投

２

日

目

１００ｍ

８００ｍ

４×４００ｍＲ

三段跳

走高跳

円盤投

２００ｍ

１００ｍＨ

４×１００ｍR

走幅跳

※出場人数により開催日が変更になる場合があります。

８. 競技形式 2022 年度日本陸上競技連盟競技規則による。

100m を除く全てのトラック種目はタイムレース決勝とする。

100m は予選を行い以下の上位記録者による決勝レースで順位を決定する。

また、男子に限り一般と高校生の部を分けて決勝レースを行う。

男子一般・高校生 各 32 名/中学生 １６名/小学生 ８名

女子一般・高校生 各 24 名/中学生 １６名/小学生 ８名

９. 出場資格 2022 年度日本陸上競技連盟登記登録者及び

小学生は、埼玉陸上競技協会登録し、各市町村陸協が運営するクラブの所属者と上尾市内

小学校に在籍する小学４年生以上に限る。

１０. 出場制限 1 人 2 種目までとする。（リレー種目は除く）

リレーは、１団体２チームまでとする。

男子砲丸投 一般の部（7.260Kg）に限り高校生の出場を認める。

小・中学生の出場は以下の出場制限を設ける。

ア. 所属する学校（所属クラブ）単位で 5 名以上の団体申込に限る。

イ. 競技役員または補助員としての大会運営協力者を出して頂けること。
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１１. 表 彰 各種目の 1 位から 3 位までを表彰する。

但し、出場人数が 8 名に満たない種目は 1 位のみを表彰する。

一般・高校の部 １00m に限り一般の部と高校生の部を分けて表彰する。

１２. 申込期限 2022 年７月 １日(金)まで

小学生・中学生の部は全部門の出場承認人数が 400 名を超えた時点で受付を終了する。

１３. 参 加 料 一 般 １，０００円／種目

高校生 ８００円／種目

中学生 ６００円／種目

小学生 ５００円／種目

リレー種目 １，５００円／チーム（小学生は１,０００円／チーム）

※振込後の参加料返金には一切応じません。

１４. 申込手順 以下の申込み手順に従って参加申し込み処理を行うこと。

ア. 上尾市陸上競技協会ホームページ http://www.ageo-rikkyo.org または、埼玉陸上

競技協会ホームページ http://www.sairiku.net/bace/ より本大会専用の参加申込

みシート(Excel 形式)をダウンロードする。

イ. 参加申込みシートに以下の注意事項を厳守して必要事項を入力すること。

※参加申込みシート入力、保存時の注意事項

① 同一ファイルに異なる部門のシートを追加しないこと。 追加されたファイルは不正

（無効）データとして処理します。

② 入力必須項目は漏れなく入力する。 特に、最近の記録は大会運営に悪影響を及

ぼす場合があるので正確に入力する。

③ リレーに１団体から 2 チーム出場する場合はＡ、Ｂで区別する。

④ リレーの申込み時には予定走順で６名以内の選手で申し込むこと。

選手変更は日本陸上競技連盟競技規則に従って変更することができる。

⑤ ファイル保存時には団体名または個人名をファイル名として名前を付けて保存する。

例：団体の場合

〇〇市陸上競技協会は、上尾夏季大会 〇〇市陸協

〇〇高校は、上尾夏季大会 愛宕高

個人の場合

上尾 太郎は、上尾夏季大会 上尾太郎

ウ. 参加申込みシートを meet2022@ageo-rikkyo.org にＥ-Ｍａｉｌで送信する。

エ. 大会事務局で申込シートのデータ確認後に

出場可時には、出場承認番号と大会参加料振込方法を記載した出場承認メール

出場不可時には、出場不可通知メールをエントリーデータ送信アドレスに返信します。

※参加申込シートに不備がある場合は出場不可となることがあります。

オ. 出場承認済み人数の状況は、上尾市陸上競技協会ホームページに掲載されるので確

認すること。 その承認人数はリアルタイムに更新されませんので目安としてご利用くだ

さい。 出場承認メールを受信後、メールに記載された口座に指定期日までに参加料

の振込をすませること。

カ. 出場承認番号が発番された時点で受付完了となります。

キ. 出場承認発番後に出場を取り止めた場合も参加料を振込むこと。

ク. 参加申込みシート送信時の注意事項

送信先アドレス：meet2022@ageo-rikkyo.org
件 名： 夏季大会申込（団体名/個人名） 例：夏季大会申込（埼玉高）

本 文： 申し込み責任者の連絡先を必ず入力
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１５. その他注意事項

ア. 埼玉陸上競技協会の『陸上競技大会の再開ガイダンス説明』を確認して読み申込むこと。

イ. アスリートビブス（以後ナンバーカードとする）は、各自で用意すること。

そのナンバーカードの番号は次の通りとする。

一般は、登録番号

高校生は、高体連割当番号

中学生は、各郡市大会使用番号

小学生は、埼玉県登録団体別割振り番号

が書かれたナンバーカードを胸と背の２枚を各自用意すること。

ウ. 大会当日の参加申込、選手変更及び種目変更等は如何なる場合も応じません。

エ. 競技開始時間は、開催日１週間に上尾市陸上競技協会ホームページに掲載する。 URL

http://www.ageo-rikkyo.org/

但し、都合により事前に発表できない場合があります、主催者はその責任を負わないこととします。

オ. 競技時間、編成等の問合せには一切応じません。

カ. 競技中の負傷等については応急処置を主催者で行うが、以降の責任は参加者にあるものとする。

各自スポーツ安全保険に加入して参加すること。

キ. 大会に関する問い合わせは、

Ｅメール meet_office@ageo-rikkyo.org にてお問い合わせ下さい。

また埼玉陸上競技協会では今大会に関する一切の問い合わせには応じられません。

ク. 個人情報及び肖像権に関わる取り扱いは上尾市陸上競技協会ホームページを参照すること。

ケ. 競技会開始後に集中豪雨や雷雲等の発生による落雷の危険が懸念され、安全な競技会運営が

できないと判断された場合は競技会を中断及び中止する場合があります。

その場合の参加料等の返金には一切対応いたしません。

コ. その他注意事項等の連絡が必要な場合は、エントリーデータ送信アドレスに配信します。


