
各クラブ担当者様                                                               一般財団法人 京 都 陸 上 競 技 協 会 
保 護 者 様                                         

第１９回京都府小学生クラブ対抗陸上競技大会（改訂版） 
     ※今年度の大会は，４年生以上の得点種目のみの実施とする 

 

１．主  催  一般財団法人 京都陸上競技会 
２．後  援  京都新聞社・ＫＢＳ京都（予定） 
３．日  時  ２０２２年８月２８日(日) 雨天決行 

８：３０～９：００受付 １０：００競技開始  （予定） 
４．会  場  たけびしスタジアム京都 
５．競技種目  ◎出場は，一人１種目とする。ただしリレーは除く。 

○得点種目 男子・女子（同一種目）◇４年生   ８０ｍ 走幅跳  ジャベリックボール投  
                （HP には記載がありましたが，今年度より４年生の８０ｍH は実施しません） 

◇５年生 １００ｍ ８０ｍH 走幅跳 走高跳 ジャベリックボール投 
◇６年生 １００ｍ ８０ｍH 走幅跳 走高跳 ジャベリックボール投 
◇共通 ４×１００ｍR（学年混合可・男女混合不可） 

         ※各種目１クラブ 3 名以内とする。リレー種目は男女各１チームとする。 
６．表  彰  (1) 団体表彰の部（男子の部・女子の部・男女総合の部） 

  各種目得点を加えた成績で，男子・女子・男女総合の部の各部において第１位のクラブを表彰する。その際，

合計得点が同点の場合は種目成績の上位が多いクラブを上位とする。２位３位のクラブには賞状等を渡す。 
(2) 種目別表彰（得点種目のみ） 
  各種目，１位を表彰する。２～８位までは賞状を渡す。 

７．参加資格  (1) 小学校４・５・６年生の年齢に該当する児童であること。 
        (2) 各クラブチームに所属する児童であること。 

※ 本大会における上記クラブチームには，学校単位のクラブチームは含まれない。過去数年間にわたり活動を継

続し，なおかつ，現在も活動を行っているクラブとする。本大会のために結成したクラブは認めない。 
        (3) 保護者が承諾した児童であること。（承諾書が必要） 
８．競技方法  (1) クラブ対抗とする。男女別の合計得点によって順位を決定する。 
            （得点は個人種目１位８点・・・８位１点，リレー種目１位１６点・・・８位２点） 
        (2) スパイクを使用してもよい。素足での競技は禁止する。 
        (3) スタートのコールは，イングリッシュコールで行う。100m・80ｍH・４×100ｍＲのスタート方法は，クラ

ウチングスタートとする（スターティングブロックの使用は，100ｍとリレーの決勝のみ認める）。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。           
        (4) リレーのテイクオーバーゾーンは３０ｍとする。 

(5) ８０ｍH の規定 

 

 

 

(6) ８０ｍH は，タイムレース決勝とする。 

９．申込方法  ７月初旬までに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「『小学生クラブ対抗』申込に 
ついて」を参照のこと。 

10．連絡先    三上  真  ＴＥＬ ０９０－９０４７－２６７９ 
11．参 加 料  (1) ４×100mＲ（１チーム）1800 円 100m・80ｍH・走幅跳・走高跳・ジャベリックボール投（１人）900 円 
         （１日スポーツ傷害保険料を含む） 
        (2) 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）必ず納入すること。返金はしない。 
12．そ の 他  (1) 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。（当日販売は１０００円） 

(2) 競技中の事故については応急処置を主催者にて行うが，以後の責任は負わない。 
(3) 各クラブ補助員を１名以上出すこと。 
（ただし，審判有資格者または陸上競技経験者であること。２０２３年度より審判有資格者のみとする。） 

「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 



＊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１９回 京都府小学生クラブ対抗陸上競技大会について 
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，多くの大会や活動が中止・延期・規模縮小となり，本大会
も２年続きで中止となりました。今年度の大会の開催可否について検討しましたが，日本スポーツ協会の
ガイドラインや日本陸上競技連盟のガイダンスに従い，新型コロナウイルス感染症対策並びに熱中症対策
をすることで，開催することとしました。（日本スポーツ協会のガイドラインや日本陸上競技連盟のガイダ
ンスには，事前に目を通しておいてください。） 
 ただし，まだ感染拡大が終息したわけではありません。これまでと同じような大会運営が難しいため，下
記のように要項を変更するとともに，新型コロナウイルス感染症対策として多くのことにご協力いただく
ことになります。何卒ご理解の上，ご協力をよろしくお願いいたします。また，今後の状況によっては，中
止になることもありますので，ご了承ください。 
 
◎スムーズな大会運営のために 

  ・今年度については，4年生以上の得点種目のみとする。（ＨＰ要項は変更前のもの） 
   得点外種目は実施しません。 
  ・例年，各クラブから１名以上の補助員をお願いしていますが，スムーズな大会運営のため，できるだ

け多くの方の協力をお願いします。できる限り複数名の補助員をお願いします。 
   （審判有資格者または陸上競技経験者） 
  ・表彰は，種目別表彰・団体表彰ともに１位のみとします。種目別表彰２位から８位，団体表彰２位か

ら３位については，場内アナウンス等に従い，賞状を取りに来てください。 
   
 ◎新型コロナウイルス感染拡大への対策について 
  ・選手は，「大会前体調管理チェックシート」に，大会関係者（指導者・当日応援保護者・役員）は，

「健康調査票」に漏れなく記入し，チーム代表者へ提出すること。（役員は審判受付で提出） 
大会後チェックシートは，体調管理用に各自で活用し，４日以上症状が続く場合は，居住地の自治
体に報告するとともに，主催者へ報告すること。 

  ・体調管理を十分に行い，以下の事項に該当する場合は参加を辞退すること。 
    ＊体調が良くない場合（発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
    ＊家族や身近な人に感染が疑われる人がいる場合 
    ＊その他，感染リスクが少しでもあると考えられる場合 
  ・当日，体調不良を訴えてきた場合，または，主催者が体調不良と認めた場合は，参加をやめて速やか

に帰宅してください。 
  ・マスクを着用（競技中はこの限りではない）し，石鹸等を使用しての手洗いを頻繁におこない，競 

技場の出入りの際には，アルコールで手指の消毒をすること。 
  ・応援は，声を出さずに応援すること。 
  ・更衣室の使用は短時間で行うこと。 
  ◎「密」を避けるために 
  ・競技場へは，できる限り少人数でお越しください。 
  ・チーム待機スタンド，保護者等応援スタンドについては，後日連絡します。 



Ⅰ 要項について 
○要項については京都陸上競技協会ＨＰトップページ「小指連」よりダウンロードしてください。 
 （掲載されている要項は，変更前のものです。） 
 ただし，今年度は，新型コロナウイルス感染症対策として，得点種目のみの実施としますので，ご了承
ください。 
 ※個人種目は１種目３名まで，リレーは男女１チームのエントリーになります。 
 
◇確認事項         
◆参加するクラブは，補助員を必ず１名以上出してください。 
 できる限り多くの補助員の協力をお願いします。 
 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。 
◆エントリーデータは，「クラブ登録」「申込フォーム」「得点種目」の３つのシートに分かれています。
クラブ登録に記入がない場合，参加ができませんので必ず必要事項を記入してください。 

 また，各クラブで加入されている，保険加入等の証明書をエントリー時にデータでの提出をお願いいた
します。 

◆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。 
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，問合せ先の三上までご連絡ください。 

◆雨天対策・熱中症対策として，スタンド中段以上でテント等の使用を認めます。各チームでテント等の
準備や，各自大きめの傘を用意するなど，雨天対策・熱中症対策の工夫をお願いします。テント内で密
にならないようにしてください。 

☆今後の状況により，大会を中止することもあります。大会中止等の連絡は，京都陸上競技協会ホームペ
ージに掲載するとともに，申込者メールアドレスにメールを送ります。 

 

◆申込期日 令和４年７月２２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 

◆問合せ先 

京都陸上競技協会  三上 真 

連絡先：090-9047-2679 

京都陸協小指連メールアドレス： kyoto-ssr@krk26.jp 
 



Ⅱクラブ登録について          
京都陸協 HPの各クラブ一覧表を参照のうえ，エントリーの際に「クラブ登録」に必要事項を記入し，

申込と一緒にクラブ登録を行うようにしてください。 
※クラブ一覧にクラブ名がなく，新たにクラブ登録を希望する場合は，クラブＮｏ．を発行しますので，担
当者までご連絡ください。 
 本大会に申込みを行わないクラブについても，今後，参加を希望されるクラブについては必ず「クラブ
登録」をメールにて送付してください。 
 今回，クラブ登録を行わないクラブについては，クラブ登録を抹消します。 
下記はクラブ登録チームの一覧です。申込の際はクラブＮｏ．の記入をお願いします。 
一覧にクラブ名がない場合は，新たにクラブＮｏ．をお伝えしますので，担当までご連絡ください。 
 
1 京都市小学生陸上競技教室 

2 みやこジュニア陸上 
4 桂川ジュニア陸上教室 
3 アラキスポーツ 
5 福知山小学生陸上教室 
6 舞鶴ジュニア陸上 
7 nao running 
8 豊栄ランナーズ 
9 網野ランナーズスクール 

10 峰山小学生陸上 
11 Utano 
12 京都 韋駄天 R.C 
13 加悦陸上 
14 京都ジュニア 
15 宇治城陽陸上 
16 八幡陸上教室 
17   南丹陸上教室 
18 亀岡陸上教室 
19 ホープスポーツ 

20 チーム鴨川 
21 醒泉少補ランナーズ 
22 北丹後陸上 
23 明徳 
24 大宮町陸上教室 
25 桂坂 
27 コミネ 
28 綾部 Jr 
29 二条城北 T＆F 
31 桂東ランナーズ 
33 KYO2クラブ 
34 本能陸上 
35 桃山 
42 京都 A・C Jr 
43 太陽が丘陸上 
44 川岡ばくそく 
45 大宮 
46 御所南 
48 修学院第二陸上 

50 くすのきランナーズ 
52 弥栄ランナーズ 
56 待鳳陸上 
57 ジラソーレ与謝 
60 SASAKI AC 
63 乙訓ジュニア陸上 
65 大原野陸上 
66 K+Runninng 
67 修学院 
68 レジェンド AC 
69 京都 TFC 
70 御所 EastAC 
71 樫原 RC 
72 チーム橋本 
74   洛中 AC 
75   醍醐 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ⅲ 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ⅳ その他 
＊各様式のダウンロードができない方は その旨を上記メールアドレスまでメールで連絡ください。 
＊本大会のタイムテーブル・注意事項等について 
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。 

 
 
Ⅴ 今後の大会について  
◎「京都府小学生陸上競技選手権大会予選会」他，京都陸上競技協会の主催の大会要項については，すで
に，京都陸協ＨＰに掲載されています。ただし，今大会同様，新型コロナウイルス感染症対策として，要
項の内容変更や追加事項などの可能性があります。 
 
 

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
明記して下記アドレス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。 
※R4 日清カップ京都府大会と同様のパスワードを使用していますので，R4 日清カップ
京都府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 クラブ対抗申込（クラブ名）」に変更し，件名に
「2022 クラブ対抗申込（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みをされたメールに返信にて，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期日までにご連絡ください。 
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