
令和３年度 第４９回関東中学校陸上競技大会要項 
 
１．目  的  関東中学校競技大会は、中学校教育の一環として生徒に広くスポーツ実践の機会を与え、体

力・技術の向上と、スポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健康な生徒を育成する。 
        また、スポーツの交流を通じて各都県間の親睦を図り、生涯スポーツの基礎づくりに寄与す

る。 
 
２．主  催  関東中学校体育連盟  埼玉県教育委員会     熊谷市教育委員会 
          関東陸上競技協会   （公財）東京陸上競技協会 （一財）埼玉陸上競技協会 
 
３．主  管  埼玉県中学校体育連盟   
 
４．後  援  埼玉県中学校長会   （公財）埼玉県スポーツ協会  （公財）熊谷市スポーツ協会 
        埼玉新聞社      テレ玉 
 
５．期  日  （１）開始式 令和 ３年 ８月 ７日（土）  １１時００分 
        （２）競技会 令和 ３年 ８月 ７日（土）  １３時３０分～１７時１０分 
                     ８月 ８日（日）  １０時００分～１５時１０分 
        （３）表彰式 令和 ３年 ８月 ８日（日）  １５時３０分 
 
６．会  場   （１）開 始 式 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 
                   〒360-0004  熊谷市上川上３００ 
                  ℡  ０４８－５２６－２００４(管理事務所) 
        （２）競 技 会 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

（３）表 彰 式 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 
 
７．種  目  ◇男子（１７種目） 
         学年 １年１００ｍ １年１５００ｍ １年走幅跳 ２年１００ｍ ３年１００ｍ 

共通 ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ １１０ｍＨ 
            ４×１００ｍＲ 走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 
            四種競技【１１０ｍＨ 砲丸投（４ｋｇ） 走高跳 ４００ｍ】 
 
        ◇女子（１４種目） 
         学年 １年１００ｍ １年８００ｍ １年走幅跳 ２年１００ｍ ３年１００ｍ 

共通 ２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ 
            ４×１００ｍＲ 走高跳 走幅跳 砲丸投 
            四種競技【１００ｍＨ 砲丸投（２．７２１ｋｇ） 走高跳 ２００ｍ】 
 
８．参加資格   （１）都県中学校体育連盟の学校に在学し、当該競技要項により、関東中学校体育大会の参

加資格を得た者とする。参加する生徒は、年齢・修業年限が一致していること。 
           ただし、令和３年６月３０日までに、都県中学校体育連盟を通じて（公財）日本中学

校体育連盟に申し出、承認を得た生徒についてはこの限りではない。 
        （２）関東各都県中学校体育連盟が主催する大会において、選抜された男女別の中学校単一

チームとする。 
        （３）参加資格の特例 
           ①学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各都県中学校体育連盟

の予選会に参加し、関東中学校体育大会への参加資格を得た者。 
           ②参加を希望する学校は、以下の条件を具備すること。 

（ア）関東大会の参加を認める条件 
a 関東中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。  
b 参加を希望する学校にあっては、学齢・修業年限が一致していること。また、連

携校との生徒による混成は認めない。 
c 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある教員・

部活動指導員のもとに適切に行われており、運営が適切であること。 
（イ）関東大会に参加した場合に守るべき条件 

a 関東中学校体育連盟大会要項及び規則を遵守するとともに、大会の円滑な運営に



協力すること。 
b 大会参加にあっては、校長・教員・部活動指導員が引率するとともに、万一事故

の発生に備え、傷害保険に加入するなど万全の事故対策を立てておくこと。 
c 大会に参加する経費は、当該校が負担すること。 

 
９．参加制限  （１）関東各都県１種目３名 リレーは学校単独の３チームとする。 
           １人１種目。（但し、リレーを除く） 

（２）学年種目は当該学年の選手のみとする。 
        （３）リレーは共通種目とする。 
 
１０．大会参加料 （１）一人につき２，０００円の参加費を徴収する。 

（２）一人につき５００円のアスリートビブス代を徴収する。 
        （３）徴収方法については、各都県委員長がとりまとめて、一括して、下記の大会実行委員  

会名義の銀行口座に入金する。振込手数料は各都県で負担する。振込人名義に都県名

を必ず入れること。 
 
１１．監督・引率 （１）参加選手の監督・引率は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。部活動指導員

が引率・監督を務める場合は、所定の「部活動指導員確認書（校長承認書）」様式６

に必要事項を記入し、大会事務局に参加申込み時に提出する。なお、部活動指導員は、

他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 
※「部活動指導員」とは、学校教育法施行規則第 78 条の２に示されている者をいう。 

        （２）関東中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活

動指導員、外部指導者（コーチ）、トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・

体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者で

あることとしている。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。 
なお、外部の指導者は校長から暴力等に関する指導処置を受けていないこととする。 

 
１２．競技方法    （１）本大会の競技方法は、２０２１年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要 

項を適用する。但し、TR16.5.3 については適用しない。また、WA143 条 TR5 シュ

ーズに関する規定再改定については適用する。ただし、フィールド競技用シューズ

TR5.5 については適用除外措置とする。 
（２）本大会は都県対抗とする。入賞者の得点は、１位８点・２位７点・・・・・８位１点

とし、同点の場合は種目別で上位入賞者の多い都県を上位とする。 
 
１３．表  彰  （１）各種目１～３位に賞状・メダル、４～８位に賞状を授与する。 

（２）男子総合優勝・女子総合優勝都県に河野謙三杯、男女総合優勝に都県に臼木信雄杯を

授与する。総合は男女３位までに賞状を授与する。 
（３）男女各リレー優勝チームに優勝杯を授与する。 

           （前年度優勝チームにはレプリカを授与する） 
（４）優秀選手賞を男女各１名に授与する。 

 
１４．申  込  （１）申込方法 
          ①データ送信 大会ＨＰより各種ファイルをダウンロードし必要 事項を入力して下

記申込先へメールにて送信する。 
           ・参加申込一覧（各都県） 
           ・参加料、プログラム、ランキング表申込会計一覧表（各都県） 
           ・各都県アナウンス原稿（各都県） 
           ・外字作成申請書（各学校） 
          ②大会当日提出書類 
           ・個人参加申込書（各学校） 
           ・監督、引率者報告書（書式５） 

・四種競技走高跳申告書、選手変更届、プログラム訂正届 ※必要な場合 
        （２）プログラム等の記載同意について 
           参加申込書には以下の文言を必ず入れて、記載の同意が得られない場合は、申込時に

都県委員長がその旨を明らかにすること。 
           『本大会のプログラム及びホームページ、記録速報、記録集等における氏名・学校名・

写真等の掲載及び感染症対策については、本人並びに保護者の同意を得ています。』 



        （３）申込期限 
           ・データ送信 令和３年７月３０日（金） 
            ※都県予選が申込期限以降の都県は、大会終了後速やかに申込を行うこと。 
           ・提出書類  令和３年８月 ７日（土）最終打合せ時に提出 
        （４）申込先 
           〒３３２－００２８  埼玉県川口市宮町１６－１ 
            川口市立西中学校内 
            関東中学校陸上競技大会事務局 中村 信悟 宛 
            ℡ ０４８－２５３－１２３１  ＦＡＸ ０４８－２５１－６７９２ 
            中村携帯 ０９０－９３４５－７８６７ 
            e-mail tyu_riku_honbu@yahoo.co.jp 
 
 
 
 
 
 
１５．最終打合せ   （１）日 時 令和 ３年 ８月 ７日（土）９時００分～ 
        （２）場 所 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場(都県委員長控室) 
                〒360-0004  熊谷市上川上３００ 
               ℡  ０４８－５２６－２００４(管理事務所) 
         ※各都県委員長、強化委員長は必ず参加すること。 
 
１６．宿  泊  宿泊については、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応（感染症・自然災害等）を確保

するため、原則として大会実行委員会指定の業者を通して申し込むこと。 
 
１７．そ の 他 （１）競技確認事項 
          ①競技者変更は、最終打合せまでとする。 

          ②棒高跳用ポール以外は、競技場備え付けのものを使用すること。 

          ③スパイクピンの長さは、走高跳１２ｍｍ以下、その他の種目は９ｍｍ以下とする。 

          ④競走競技者は、胸と背にアスリートビブスをつけること。 

           （跳躍競技の競技者は、背または胸につけるだけでもよい。） 

⑤競技はすべて都県対抗であるため、競技用ユニフォームは、都県ごとに統一されたも 

のを着用すること。 

          ⑥発表された結果に対する抗議は、正式発表後（予選・決勝ともに１５分以内、ただし

翌日に決勝が行われる場合は３０分以内）に各都県監督がＴＩＣを通じて審判長に対

して口頭で行い、控室で待機する。さらに、この裁定に不服の場合は預託金１０，０

００円を添えて、担当総務員を通じてジュリーに文書で申し出る。 

        （２）棒高跳用ポールの送付先 

           〒360-0004  熊谷市上川上３００ 
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場内 ℡  ０４８－５２６－２００４(管理事務所) 

           「関東中学校陸上競技大会ＴＩＣ」宛 

           ８月６日（金）９：００～１２：００迄の期日時間指定で送付すること。 

        （３）大会期間中における参加者の傷害等は、学校教育内活動の大会であるので『独立行政

法人日本スポーツ振興センター法』の適用となる。 

           ※ただし、保護者引率による参加者の場合、保護者は任意の傷害保険に加入すること。 

        （４）本大会は、１都７県での都県対抗となっているため、大会期間は開始式から閉会まで

となり、選手全員が参加すること。 

        （５）大会公式ＨＰ  http://zxtenrider.wixsite.com/website  

 
１８．連 絡 先    【開催前】川口市立西中学校 委員長 中村信悟 
             ℡ ０４８－２５３－１２３１  ＦＡＸ ０４８－２５１－６７９２ 
             中村携帯 ０９０－９３４５－７８６７ 
        【開催中】熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 
             ℡ ０４８－５２６－２００４(管理事務所) 
             中村携帯 ０９０－９３４５－７８６７ 

（振込先） 
埼玉りそな銀行 南浦和支店 店舗番号 ３４５ 口座番号 普通 ４５１０５６５ 
口座名義 第４９回関東中学校陸上競技大会実行委員会 


