
学 校 長 様 ５・６年担任様                                                   一般財団法人京都市陸上競技協会  
各クラブ担当者様 保 護 者 様                                
 

第３８回京都府小学生陸上競技選手権大会京都市予選会 
１．主  催  一般財団法人 京都陸上競技協会 

２．後  援  京都府教育委員会・京都市教育委員会・京都府市町村教育委員会連合会・京都新聞・ＫＢＳ京都（予定） 

３．日  時  ２０２２年９月２３日（金・祝）   受付    ８時３０分 

                          競技開始 １０時００分（変更することもある） 

４．場  所  たけびしスタジアム京都 

５．種  目  男女 １００ｍ・８００ｍ・８０ｍＨ・４×１００ｍR・走高跳・走幅跳 

ジャベリックボール投げ 

※ ４×１００ｍＲ（学校・クラブ単位で編成すること。男女混合は認めない。） 

６．参加資格  (1) 小学校５・６年生の年齢に該当する児童であること 

        (2) １人１種目（ただし，リレーは除く） 

          ＊京都市部については，８００ｍに人数制限（男女各３名以内）と参加標準記録を設定する。 

(男子２分５０秒・女子３分００秒未満)  標準記録を厳守すること。 

(3) 保護者が承諾した児童であること。（承諾書が必要）         

７．申込方法  京都陸上競技協会のホームページのニュースリリース欄に掲載している「『府小学生陸上京都市予選会』申込につ

いて」を参照のこと。 

◎申込み後の変更・訂正は受け付けないので，申込み前に十分点検すること。 

※別紙「申込についてのお願い」（要項の次頁）を熟読の上，遺漏のないよう申込むこと。 

 申込期日    令和４年８月２６日（金）  ＊厳守 

８.問い合わせ先  京都陸上競技協会   三上 真  Tel ０９０－９０４７－２６７９（チーム代表者に限る） 

９．参加料   (1) ４×100mＲ（１チーム）1800円   個人種目 900円  （１日スポーツ傷害保険料を含む） 

        (2) 納入方法については，後日，京都陸上競技協会のホームページのニュースリリース欄に掲載する 

「『府小学生陸上京都市予選会』参加料納入について」を参照のこと。 

        (3) 参加申し込み後，当日不参加の場合も参加料は（理由の如何に係わらず）納入のこと。返金はしない。 

（注）荒天候などで万一競技会が開催できない場合や途中中止となる場合でも原則参加料は返金できない。 

10．表  彰    男女各種目に１位のみ表彰する。２～８位には受付にて賞状等を授与する。（変更の可能性あり） 

11．競技方法  (1) スパイクを使用してもよい（ただし，指導者はスパイクの使用方法を指導しておくこと）。 

        (2) 裸足での競技は禁止する。（オールウェザー走路・助走路では火傷の危険がある為）。  

        (3) 100m・80ｍＨ･４×100mＲのスタート方法は，クラウチングスタートのみとする。（スターティングブロック

の使用は決勝のみ認める。）トラック競技のスタートにおける失格については，同じ競技者が２回不正スター

トをした時，その競技者を失格とする。スタートのコールはイングリッシュコールとする。 

        (4)  100m・80ｍＨ･４×100mＲともセパレートレーンで実施する。 

        (5) リレーにおけるテイクオーバーゾーンは３０ｍとする。 

        (6) トラック競技の予選は，タイムレースとし，上位８位以内で，800m は上位１２位以内で決勝レースを行う。 

        (7) 走高跳の背面跳・ベリーロールは禁止する。（足から着地すること） 

        (8) ４×100mＲに４名で申し込んだチームが，当日４名に満たない場合は選手の補充はできない。（棄権扱い） 

           １チーム６名までで構成すること。 

(9)  ジャベリックボール投は，やり投ピットを使用し（投てき角度もやり投同様）助走は１５ｍ以内とする。 

       （10） ８０ｍＨの規定 

 

 

 

12．そ の 他   (1)５名以上エントリーのクラブは、補助員を必ず１名以上出すこと。 

（審判有資格者または陸上競技経験者であること） 

(2) アスリートビブス（ナンバーカード）についてはプログラム編成後に詳細を連絡する（各自で作成すること）。

横２５㎝×縦２０㎝の白布を胸と背に縫い付けること。 

        (3) 競技中の傷害について，応急処置は主催者にて行うが，以後の責任は負わない。 ※１日スポーツ傷害保険範囲内 

        (4) プログラムは９００円で販売するので参加申込時に予約すること。※無料配布はない。（余剰があれば，当日１０００円にて販売。） 

                (5) 『第３８回京都府小学生陸上競技選手権大会』参加資格＜１０月２３日(日)たけびしスタジアム京都＞ 

          ①各地区予選会において８位までの選手とチーム。 

          ②各地区予選会における第３８回京都府小学生陸上競技選手権大会参加標準記録到達選手とチーム。 

    ※本選へのエントリーについては下記の「申込についてのお願い」をご確認ください。 

         ※本大会が，台風等により中止となった場合，本予選会にエントリーしていた選手に限り，今年度の競技会で 

標準記録をクリアしていれば，府大会への出場を認める。ここでいう競技会は，公認競技場で公認審判員が 

測定する競技会に限る。 

「申し込みをする競技者は，インターネット上，及び他のマスメディアにおいて，氏名・年齢・所属・申込種目・競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」 

 

第１ハードルまで 高 さ インターバル 台 数 最終ハードルからフィニッシュ 

13m 0.7m 7m 9 台 11m 



[別紙]  必読・遵守お願いします 

申込についてのお願い 
◎ 要項を細部まで熟読してください。 

◎ ８００ｍについて 

 近年，京都市内の８００ｍ申込者が多種目にくらべて突出して多くなり，大会運営に支障が生

じてきました。そこで第２６回大会より８００ｍ申込に標準記録を設定しました。 

（男子２分５０秒・女子３分００秒以内） 

 今回の申込につきましても，標準記録をしっかりと守っていただきましようお願致します。 

また，本大会は府選手権の予選会であることをご理解いただき，クラブ内でセレクション等を行

い，男女各３名以内の申込にしていただいています。今年度も正常な大会運営にするために，必

ず男女各３名以内の申込にしてください。 

 申込用紙の自己記録欄に記入をお忘れのないようご注意ください。 

 

◎その他 

  ◇申込後の変更・訂正は受け付けられません。申込前にしっかりと確認をお願い致します。 

  ◇問い合わせがありましたら，  京都陸上競技協会   三上 真 

             携帯電話 090-9047-2679までお願いします。（チーム代表者に限る） 

    ◇第３８回京都府小学生陸上競技選手権大会の出場資格を得られた選手・チームは京都陸協 

のホームページ（ニュースリリース欄）より，本選のエントリーシートをダウンロードし 

ていただき，エントリーを行ってください。（9月中旬頃掲載予定） 

※参加資格があってもエントリーをされていない場合は本選には出場できませんので， 

注意してください。参加資格は以下の通り。 

  本予選会の各種目８位入賞者とチーム。及び，本予選会にて下記の参加標準記録に到達した者 

  【参加標準記録】 

種 目 
男   子 女   子 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ 
１００ｍ 14秒 54（14秒 3） 14秒 6 15秒 24（15秒 0） 15秒 3 
８００ｍ 2分 40秒 0 2分 45秒 0 2分 50秒 0 2分 55秒 0 
８０ｍＨ 14秒 85 14秒 9 15秒 85 15秒 9 
走高跳 1ｍ25 1ｍ20 1ｍ15 1ｍ10 
走幅跳 4ｍ10 4ｍ00 3ｍ70 3ｍ60 

ジャベリックボール投 40ｍ00 30ｍ00 
４×１００ｍＲ 57秒 14（57秒 0） 57秒 8 59秒 14（59秒 0） 59秒 8 

Ａ：全天候舗装施設の記録 

Ｂ：全天候舗装施設以外（ ）内は手動計時 



＊原則として、事前の郵送は行いませんので。各大会の申込などにつきましては陸協 HP にご注意下さい。 
 

第３８回 京都府小学生陸上競技選手権大会 

京都市予選会について 
 
Ⅰ 要項について 
○要項については京都陸上競技協会ＨＰ「ニュースリリース」よりダウンロードしてください。 
 
◇確認事項         
◆５名以上エントリーのあるクラブは，補助員（審判有資格者または陸上競技経験者）を必ず１名以上 
出してください。 

 エントリーの際に必ず補助員の方のお名前，資格の有無，希望の部署をご記入ください。 
◆エントリーファイルは１枚のシートにすべて記入し，書式の変更はしないようにお願いします。 
 これまでの大会では，漢字やふりがなの間違いがあり，賞状の書き直しが数件ありました。送信前に必
ず確認してください。 
また，一度メールにて送信していただいたデータの変更は受け付けません。送信前に内容を十分ご確
認ください。不明な点がありましたら，申込先の三上までご連絡ください。 

◆本大会は８００ｍのみ，人数制限（男女３名まで）・標準記録（男子２分５０秒，女子３分）がありま
す。エントリーの際に８００ｍのタイムを必ず記入してください。 

 

◆申込期日 令和４年８月２６日（金） 【厳守のこと】 

◆申込先 

京都陸協小指連メールアドレス：kyoto-ssr@krk26.jp 

◆連絡先 

京都陸上競技協会  三上 真  

  携帯電話  090-9047-2679（チーム代表者から連絡すること） 

京都陸協小指連メールアドレス：kyoto-ssr@krk26.jp 

 



Ⅱ 申込方法について 
以下をご確認の上，申込には十分留意してください。 
申込期限を過ぎた場合はいかなる場合も受付をしませんので，ご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ⅲ その他 
＊各様式のダウンロードが無理な方は 上記まで至急連絡をください。 
＊本大会のタイムテーブルについて 
大会一週間前には，京都陸上競技教室ＨＰ「ニュースリリース」に掲載の予定です。 

 
Ⅳ 新型コロナウィルス感染症対策について 
◎大会ごとにその時の状況に合わせた対応策をお知らせするので，大会にかかわるすべての選手・保護
者・チーム関係者に周知徹底をお願いし，注意事項を厳守してください。 

１．本大会に申込を希望されるクラブの代表者の方は，メールにて“チーム名，代表者名，連絡先”を
明記し，小指連アドレス（kyoto-ssr@krk26.jp）にお問い合わせください。メールをいただいたクラブ
のみに申込に必要なパスワードをお知らせします。 
※今年度の京都陸協主催の大会と同様のパスワードを使用しています。 
今年度大会に参加されたクラブは問い合わせ不要です。 

 
２．京都陸上競技協会ＨＰトップページ 「ニュースリリース」より「エントリーファイル（Excel）」
をダウンロードしてください。 
 
３．必要事項を入力後，Excel のファイル名を「2022 府選手権京都市予選会申込（クラブ名）」に変更
し，件名に「2022 府選手権京都市予選会申込（クラブ名）」と入力して送信してください。その際，
パスワードはそのままにしてください。 
 
４．申込受付終了後に申込をされたメールのアドレスに返信メールにて，スタートリスト，参加費の
振込先，大会当日の注意事項をご連絡させていただきます。スタートリストはクラブで十分確認して
いただき，スタートリストに訂正があれば後日お知らせの期日までにご連絡ください。 
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