
 

２０２２年度 千葉県民体育大会第二部     

第７７回 国民体育大会千葉県最終選考会要項   

 

1 主  催  千葉県教育委員会 (公財)千葉県スポーツ協会 （一財）千葉陸上競技協会 

2 期  日  令和４年８月１１日(祝・木) 

3 時  間  受付 ８時３０分  競技開始予定 ９時 

4 会  場  千葉県総合スポーツセンター 陸上競技場 第 2陸上競技場 

       〒263-0011 千葉市稲毛区天台町 323 TEL 043(252)7311 

5 種別・種目 

 男 子 

種別 種    目 種目数 計 

成 

 

年 

100m 300m 800m 110mH(106.7cm/9.14m) 400mH(91.4cm)  3000mSC 

10000m競歩 走幅跳 三段跳 砲丸投(7.26kg) やり投(800g) 11 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

少 

 

年 

 

 

Ａ 

100m 300m 5000m 300mH(91.4cm) 

棒高跳 走幅跳 ハンマー投(6.0kg) やり投（800g） 
8 

 

 

16 

 

 

 

Ｂ 

100m 3000m 110mH(99.1cm/9.14m) 走幅跳  円盤投(1.5kg)  
5 

共

通 

800m  5000m競歩 走高跳 
3 

 女 子 

種別 種    目 種目数 計 

成 

 

年 

100m 300m 800m  5000m  400mH(76.2cm)  5000m競歩 

走高跳  棒高跳  走幅跳  

砲丸投（4.0kg） ハンマー投(4.0kg)  やり投(600g) 

12 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

少 

 

年 

 

 

Ａ 

100m 300m 800m  3000m  100mH(83.8cm/8.50m)  300mH(76.2cm) 

砲丸投（4.0kg） やり投（600g） 
8 

 

 

 

14 

 

 

 

Ｂ 

100m 100mH(76.2cm/8.50m) 円盤投(1.0kg） 

 
3 

共

通 

走高跳 走幅跳  三段跳 
3 

※ 上記の種目以外に男女の４×１００ｍリレーと男女混合４×４００ｍリレーが入るが今大会

ではリレーは実施しない。 

6 競技規則  2022年度日本陸上競技連盟競技規則及び大会申し合わせ事項による。 

7 出場資格 

(1) 2022年度千葉陸上競技協会登録者で 2021年 8月 1日以降 2022年 7月 5日までの間に標

準記録(別記)に到達した者とする。他都道府県登録者は出場できない。ただし、千葉陸

上競技協会強化委員長が推薦したふるさと制度に該当する者は出場できるが、当該種目

のみとする。  

(2) 少年の部においては標準記録に到達していなくても、県高校総体該当種目 入賞者(1～8

位)及び県高校記録会 15 位までの入賞者は出場できる。 

(3) 成年男子三段跳は少年男子区分から、成年女子５０００ｍ競歩、成年女子棒高跳には、

少年女子区分からもエントリーできる。ただし、それぞれの種目の成年種別の標準記



録に到達した者とする。                            

(4) 県内登録者で千葉陸上競技協会強化委員長の推薦した者は出場できる。        

(5) 県外の大会で標準記録に到達した者は、その大会の主催者発行の記録証明書を必ず添付

する。 

(6) 中学生・高校生は学校長と保護者の出場承認を得た者とする。ただし、クラブ登録で出

場する者は学校長の承認はいらない。 

       (6) 年令は、2022年 4 月 1日を基準とする。 

        成年  2004年 4月 1日以前に出生した者 

        少年Ａ 2004年 4月 2日より 2006 年 4月 1日迄に出生した者 

        少年Ｂ 2006 年 4月 2日より 2008 年 4月 1日迄に出生した者     

8 出場制限 1 人 2種目以内とする。 

9申込方法  一般・大学生・中学生は千葉陸上競技協会公式サイト http://www.jaaf-chiba.jp の

大会申込ページより指定様式にて締切り厳守で申込む。期日に遅れた場合は申込を受

付ない。 

上記申込ページのファイル（指定様式）をダウンロードし必要事項を入力後、同オフ

ィシャルルサイトより手順に従いに申込みファイルを添付し送信する。送信先は、千

葉陸上競技協会entry@jaaf-chiba.jpである。 

高校生は、４月の登録時に使用したファイルの国体最終選考会の申込ファイルから必

要事項を入力後、申込ファイルを添付し送信する。送信先は、高校記録会の

chibakoukoukirokukai@yahoo.co.jpである。 

なお、高校生は送付する、申込原本に資格を得た大会の日付け・大会名を空いている

スペースに手書きで良いので記入すること。 

送信後に必ず申込原本（申込み一覧表）と参加料を千葉陸上競技協会事務局宛に現金

書留で送付するか、下記の振込先に振込んでも良い。その場合は申込原本（申込み一

覧表）と金融機関発行のご利用明細票のコピーを事務局に送付する。（期日厳守） 

申込み一覧表でプログラム編成を行うので入力漏れが無い様に注意する。資格記録は

半角で０：００：００まで入力する。一般・大学生については千葉陸上競技協会に登

録した団体名で必ず申し込む。 

振込先 千葉銀行 あやめ台特別出張所 

    普通預金 ３２４０３９９ 

    一般財団法人 千葉陸上競技協会 専務理事 木内 俊秀 宛 

10 参加料  (1)1 人 1種目  １,０００円 

         (2)参加料は理由の如何にかかわず返金しない。 

11 申込期日  ２０２２年６月２１日(火)９時 ～ ７月１２日（火）１６時(厳守) 

12 申込先   〒263-0011 千葉市稲毛区天台町 323 

  (問合先)  千葉県総合スポーツセンター 千葉陸上競技協会  

                TEL 043(252)7311  FAX 043(252)7314             

13 表 彰  行わない 

14 個人情報と肖像権の取扱いについて 

         主催者は、個人情報に関する法令を遵守し（一財）千葉陸上競技協会個人情報保護方針

に基づき取り扱う。なお、取得した個人情報と大会の模様の写真等は、大会の資格審査、

プログラム編成及び作成、記録発表、認められたホームページでの公開、その他競技運

営及び連絡等に利用する。 

 15 選考方法 

       本選考会及び下記競技会を対象とする。当該種目でいずれかの選考会に出場することが

条件となる。 

(1) 第５６回千葉県陸上競技記録会（第一次選考会） 

mailto:千葉陸上競技協会entry@jaaf-chiba.jp
mailto:千葉陸上競技協会entry@jaaf-chiba.jp
mailto:高校記録会のchibakoukoukirokukai@yahoo.co.jp
mailto:高校記録会のchibakoukoukirokukai@yahoo.co.jp


(2) 第７５回高校総合体育大会（第二次選考会） 

(3) 第４２回千葉県高校陸上競技記録会（第三次選考会） 

(4) 第７５回千葉県陸上競技選手権大会（第四次選考会） 

(5) 第６８回全日本中学校通信陸上競技大会千葉県大会（第五次選考会） 

（6）第７６回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部（第六次選考会） 

（7）男女の４×１００ｍリレーと男女混合４×４００ｍリレーの選手は、原則として個

人種目で、今年度の国体出場の選手から選考する。               

＊選考ついては、千葉陸上競技協会強化委員会が推薦し理事会で承認を得て決定する。 

16 開門・場所取りについて 

(1) 陸上競技場 

  スタンド裏コンコースとトイレを開放する。スタンド、芝生スタンド、雨天練習場、

男子更衣室は利用できない（女子更衣室は女子の更衣のみ可）。開門時刻は８時と

し、各チームの代表者２名が入場する。代表者２名は７時５０分までスタンドへの

入場スロープ（野球場側・武道館側）どちらかの場所のチェーンの外にソーシャル

ディスタンスを確保して並んで待機する。 

    (2) 第２陸上競技場 

競技または、ウォーミングアップのみの利用とし、開門時刻は７時とする。出入り

口は陸上競技場側の１カ所とする。テントの設置、場所をとることはできない。 

(3) その他のテント設置可能箇所 

         体育館前石畳、16号側緑地帯、モノレール下とする。 

       (4) その他 

①各チームの控え場所（テント設置）は１カ所限定とする。 

         ②樹木等にロープを巻き付ける等の行為がないようにする。 

          ③控え場所での３密の回避、および消毒を各チームで徹底する。       

17備 考 

(1）感染防止のため、競技会関係者以外の競技場内への立ち入りを禁止する。その他は

千葉陸上競技協会の新型コロナ感染防止規定による。 

観客席は有観客で行うが、詳しくは HP で案内する。 

         (2) 健康診断を受けてから出場することが望ましい。 

        (3) スポーツ障害保険に加入する。 

         (4) 競技中に発生した事故については応急措置を主催者で行うが、以後の責任は負わな

い。 

         (5) 高校生は高体連登録番号のアスリートビブスを使用する。一般・大学生及び中学生

は今年度、本協会が配付したアスリートビブスを使用する。未配付の場合は本協会

が用意し、当日配布する。 

(6) シューズについては WA規則 TR：５シューズのとおりとする。         

      （7）スパイクピンについては、トラック保護の為に先の尖った（ニードルピンなど）は 

        使用禁止とする。詳しくは HPで確認すること。 

        (8) 競技日程はプログラム編成会議終了後、千葉陸上競技協会ＨＰに発表する。 

      （9）本大会は、千葉県スポーツ振興基金助成金の交付を受けています。 

      （10）本大会は「ワールドランキング対応競技会（予定）」である。 


