
 

JOC ジュニアオリンピックカップ  全国中学生陸上競技大会 2020 要項 

※新型コロナウイルスの対応策について 

本連盟主催大会では、「陸上競技活動再開についてのガイダンス」に準拠し競技会運営を行います。 

ガイダンス最新版は、本連盟 HP（URL：https://www.jaaf.or.jp/on-your-marks/）に掲載をしておりますの

で、大会参加者の皆様は、必ず事前にお目通しいただき、感染症対策を徹底したうえでのご参加を 

お願い致します。 

また、今後ガイダンスの更新に当たり、大会要項を変更する可能性がございます。 

予めご了承ください。 

 

1.主  催 

 

日本陸上競技連盟   

 

2.後  援 スポーツ庁、日本オリンピック委員会、日本中学校体育連盟、朝日新聞社、神奈川県、 

神奈川県教育委員会、神奈川県スポーツ協会、横浜市スポーツ協会 

 

3.協  賛 アシックスジャパン株式会社 大塚製薬株式会社  日本航空株式会社  株式会社ニシ・スポーツ  

青山商事株式会社 デンカ株式会社 丸大食品株式会社  久光製薬株式会社  株式会社クリエイト 

TANAKAホールディングス株式会社 

 

4.主  管 神奈川陸上競技協会 

 

5.期  日 2020年 10月 16 日(金)～10月 18日(日) 

 

6.会  場 日産スタジアム   

〒222－0036  横浜市港北区小机町 3300  ＴＥＬ 045－477－5000 

ＪＲ横浜線・市営地下鉄「新横浜駅」下車 徒歩 15分   ＪＲ横浜線「小机駅」下車 徒歩 5 分 

 

7.種  目 (1)男子(13種目)     

  100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 110ｍＨ  

  4×100ｍリレー(学校単独チーム)  

  走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 四種競技(110ｍＨ  砲丸投  走高跳  400ｍ)   

(2)女子(10種目)  

  100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 100ｍＨ 4×100ｍリレー(学校単独チーム)  

  走高跳 走幅跳 砲丸投 四種競技(100ｍＨ  走高跳  砲丸投  200ｍ)  

  

※競技日程は、9月 23 日(水)以降に、本連盟 HP に掲載する。

(https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1475/) 

 

8.参加資格 2020年度本連盟登録競技者で 2005年 4月 2 日から 2008年 4 月 1 日に生まれた者のうち、各種目の競技

者人数のターゲットナンバー(出場者数の上限)を上限に正式参加者とする。 

※クラブ登録者も可能 

■記録有効期間 

・2019 年 1月 1 日(火)から 2020 年 9 月 6 日(日)までの間に申込資格記録に到達している、記録上位の

競技者。申込資格記録は本連盟 HP に掲載する。 

■ターゲットナンバー 

・トラック種目：40名、フィールド種目：30名、混成競技：20 名 

・リレー：都道府県学校単独 1 チーム 

※四種競技のそれぞれの種目で標準記録を突破しても、単独種目の参加は認めない。 

※同記録者によってターゲットナンバーを超えた場合、同記録者のみエントリーを認める。 

https://www.jaaf.or.jp/on-your-marks/
https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1475/


 

※リレーは学校単独チームとする。都道府県陸上競技協会より推薦を受けた全国 47都道府県より各 1

チームずつ計 47チームとし、該当チームは期日までにエントリーを行うこと。 

※申込締切後、資格審査を行ったうえで、9月 23 日(水)以降に、本連盟 HP に正式な大会参加者を 

(エントリーリスト)を発表する。 

 

9.参加制限 1人 1 種目とする。ただし、リレーは除く。 

 

10.申込資

格記録 

申し込みをするために必要な申込資格記録は、別紙の通りとする。 

室内競技会の記録も有効とする。 

正式な大会参加者については、申込締切後、資格審査を行ったうえでターゲットナンバーを上限に確定

とする。 

 

11.競技規

則 

(1)2020年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規程による。 

(2)ハードル種目の規格 

男子 110ｍＨ 女子 100ｍＨ 

高 さ ハードル間 高 さ ハードル間 

0．914ｍ 9．14ｍ 0．762ｍ 8．00ｍ 

(3)投てき物の重量 

男  子 女  子 

種 目 重  量 種 目 重  量 

砲 丸 投 5．000ｋｇ 砲 丸 投 2．721ｋｇ 

四種競技(砲丸投) 4．000ｋｇ 四種競技(砲丸投) 2．721ｋｇ 

(4)トラック競技 

 ①男子 100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 4×100ｍリレー 女子 100ｍ 200ｍ 800ｍ 4×100ｍリレー

は予選ラウンドで上位の競技者が A決勝に、A 決勝進出競技者を除いた上位の競技者が B決勝に進出

するものとする。男子 1500ｍ 3000ｍ 女子 1500ｍは予選ラウンドで上位 16 名の競技者が決勝に

進出するものとする。 

 ②Ａ決勝を予選上位 8 位までの競技者・チーム、Ｂ決勝を予選 9番～16位までの競技者・チームとす

る。決勝ボーダーライン上で 0.01 秒単位で同記録があった場合，0.001 秒で着差判定をして進出者

を決める。着差がない場合は抽選とする。 

(5)フィールド競技 

 走高跳、棒高跳、走幅跳、砲丸投では、全ての競技者は 2 回の試技が与えられる。 

 試技 2回終了時点でのトップ 16 の競技者は更に 2回の試技が与えられる。 

 走高跳・棒高跳は、連続する 2 回の失敗試技で、競技終了とする。 

(6)四種競技 

 得点表は 10 種競技・7種競技のものを使用する。 

 砲丸投はすべての競技者は 2 回の試技が与えられる。 

 走高跳・棒高跳は、連続する 2 回の失敗試技で、競技終了とする。 

(7)ウイルス性の感染症や悪天候などを含む、競技運営および安全確保に支障をきたす不可抗力事態が

発生または発生する恐れがある場合は、主催者は必要に応じて大会中止、一部中止、日程変更、試技

回数等を含む種目内容を変更することができる。中止や変更などが生じた場合の詳細は本連盟 HP や

ソーシャルメディア等で発表する。 

   

13.参加料 

 

(1)1人 1 種目 3,500円、リレーは 1 チーム 10,000円とする。(傷害保険料 100 円含む) 

(2)参加料は、9月 23 日(水)以降のエントリーリスト発表後、出場が確定した選手のみ、9月 28日

(火)17:00までに必ず振込みをすること。エントリーリストは、本連盟 HP へ掲載をする。 

(3)参加料は理由の如何に関わらず返金しない。 

 

 



 

14.申込方

法 

 

(1) 本連盟 HP「JOC ジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会 2020」から直接、インターネ

ット申し込みとする。  

(URL：https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1475/) 

(2)申込期間：2020/8/13 13:00～2020/9/14 (月)まで 

(3)申込みの際、資格を取得した大会名が表示されないとき(陸上競技マガジンの記録データにない場

合)は、必ずその大会の証明(記録証明書、リザルト、陸上競技マガジンの写しなど)をシステムにアッ

プロードすること。 

(4)参加料はエントリー確定後に入金すること。エントリー確定は 9 月 23 日（水）以降ホームページに

掲載する。なお、申込期間内の入金が確認できない場合は、理由の如何を問わずエントリーが一切受

け付けられないので注意すること。 

(5)参加料の送金方法 コンビニ決済およびクレジットカード決済に限る。 

 

15.欠場に

ついて 

申し込み後、やむを得ず欠場するときは、日本陸連ホームページ掲載の欠場届で速やかに大会総務に届

け出ること。 

 

16.表 彰 (1)各種目の優勝者と第 2位 3 位には賞状とメダルを、第 4 位から第 16位までに賞状をそれぞれ授与す

る。 

(2)優秀競技者に、男女それぞれ JOC ジュニアオリンピックカップを授与する。優勝したリレーチーム

には優勝杯が贈られる。 

 

17.個人情

報取り扱い

について 

 

(1)主催者および共催者は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を遵守し個人情報を取り扱

う。なお、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成および作成、記録発表、公式ホー

ムページその他競技運営および陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

(2)本大会はテレビ放送およびインターネットで動画配信を行うことがある。 

(3)大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者および主催者、共催者が承認した第三者

が大会運営および宣伝等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新

聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。 

 

18.その他 

 

(1)タイムテーブルおよび競技注意事項は、資格審査・プログラム編成終了後、本連盟 HP に掲載する。

また、個人宛へ送付は行わない。 

(2)競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者にて行うが､以後の責任は負わない。 

(3)競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負わない。 

(3)競技者の衣類および競技者が、競技場内(練習場内を含む)に持込める物品の商標の大きさは、「競

技会における広告および展示物に関する規程」(国内)を遵守すること。これに違反した場合は、主催

者で処置する。 

(4)アスリートビブスとプログラムの配布エリア、大会前日の練習については別途ホームページへ掲載

する。 

(5)練習場は安全管理のため、使用エリアを一部制限することがある。練習および競技会中の練習場の

使用に関しては、競技役員の指示に従って行うこと。 

(7)大会の映像は主催者および共催者の許可なく第三者がこれを使用することを禁止する。 

※インターネット上において画像や動画を配信することを含む 

(8)傷害保険補償内容：死亡・後遺障害 50万円、入院(日割)5,000円、通院(日割)3,300円 ただし大

会参加中に負傷した場合に限る。 

(9)新型コロナウイルス感染症等の影響によって、大会要項を変更することがある。 

(10)新型コロナウイルス感染症等の対策として、レース直前、競技者に検温を求めることがある。 

感染拡大の可能性がある場合、主催者が出場を認めないこともありうる。その場合、参加料の返金は

行わない。 

 

 

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1475/


 

19.問い合

わせ 

 

【エントリー操作・決済に関する問い合わせ窓口】 

日本陸連会員登録サポートセンター 

TEL 03-6434-1216(平日 10:00～17:00)  

問い合わせフォーム https://start.jaaf.or.jp/support 

 

【日本陸上競技連盟・事務局】 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2JAPANSPORTOLYMPICSQUARE9 階 

TEL:050-1746-8410  

 

【競技運営本部・神奈川陸上競技協会】 

〒231-0012  横浜市中区相生町 1－18 光南ビル 5Ｆ－Ｂ 

TEL:045-210－9660  FAX:045-210-9667 

 

 

 

補足資料 

・大会について 本年に限り、以下の年齢カテゴリーで大会を開催いたします。 

 

・スケジュールについて 申し込み期間終了後、資格審査を行ったうえでターゲットナンバーを上限に 

正式参加者を発表いたします 

 期日 全国中学生陸上競技大会 2020 

2019 年 1 月 1 日 

 

参加記録有効期間 

(2019/1/1～2020/9/6) 

2020 年 

 

8 月 13 日 申込開始 

（2020/8/13 13:00～2020/9/14） 

9 月 6 日  

9 月 14 日  

9 月 23 日 正式参加者確定 

正式参加者参加料入金期間 

(発表後～2020/9/28 17：00) 

9 月 28 日  
 

2019 年度 
対象例  2020 年度 

学年   誕生月 

U20 日本選手権 
高校 3 年 

4～12 月生まれ 

全国高等学校 

陸上競技大会 2020 

U18 日本選手権 

1～3 月生まれ 

高校 2 年 
4～12 月生まれ 

1～3 月生まれ 
 

高校 1 年 
4～12 月生まれ 

ジュニアオリンピック 

（U16 陸上競技大会） 

※ABC カテゴリー別 

1～3 月生まれ 

中学 3 年 
4～12 月生まれ 

全国中学生 

陸上競技大会 2020 

1～3 月生まれ 

中学 2 年 
4～12 月生まれ 

1～3 月生まれ 

中学 1 年 
4～12 月生まれ 

1～3 月生まれ 
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