第２回尾張記録会

（20/06/30 理事会承認改訂版）

１

主

催

尾張陸上競技協会

２

日

時

２０２０年８月２２日（土） 午前９時００分開始予定（第１日）
８月２３日（日） 午前９時００分開始予定（第２日）

３

場

所

愛知県一宮総合運動場 一宮市千秋町佐野字向農 756
（いちい信金スポーツセンター）

４

種

目

第１日

男子

女子

第２日

男子

TEL0586-77-0500

一般・高校 100m 400m 1500m 110mH(106.7cm) 4×100mR
走高跳 三段跳 砲丸投(7.26kg,6.0kg) 円盤投(2.0kg,1.75kg)
中学生

100m 400m 1500m 110mH(91.4cm)
走高跳 円盤投(1.5kg) ジャベリックスロー(300g)

小学生

(４年) 50m 80mH(60cm) 走高跳 走幅跳
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 混合 4×100mR
(５年) 100m 80mH(70cm) 走高跳 走幅跳
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 混合 4×100mR
(６年) 100m 80mH(70cm) 走高跳 走幅跳
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 混合 4×100mR

一般・高校 100m 400m 1500m 100mH(83.8cm) 4×100mR
走高跳 三段跳 砲丸投(4.0kg) 円盤投(1.0kg)
中学生

100m 1500m 100mH(76.2cm)
走高跳 円盤投(1.0kg) ジャベリックスロー(300g)

小学生

(４年) 50m 80mH(60cm) 走高跳 走幅跳
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 混合 4×100mR
(５年) 100m 80mH(70cm) 走高跳 走幅跳
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 混合 4×100mR
(６年) 100m 80mH(70cm) 走高跳 走幅跳
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 混合 4×100mR

一般・高校 200m 800m 400mH(91.4cm) 4×400mR
棒高跳 走幅跳 ハンマー投(7.26kg,6.0kg) やり投
中学生

女子

共催 愛知陸上競技協会

200m 800m 4×100mR 棒高跳 走幅跳 砲丸投(5.0kg)

一般・高校 200m 800m 400mH(76.2cm) 4×400mR
棒高跳 走幅跳 ハンマー投(4.0kg) やり投
中学生

200m 800m 4×100mR 走幅跳 砲丸投(2.721kg)

※ただし、一般・高校 男子 4×100mR および女子 4×100mR は競技時間の関係で 2 日目
に実施することがある。組合せ会議後にホームページ（競技時間表）で連絡する。

５

参加資格

令和２年度尾張登録統括区域の愛知陸協登録者と学連登録者(愛知陸協登録者)で活動地域
陸協が尾張の大学生、愛知小学生友の会の登録者に限る。

６

参加制限

１人各日とも１日につき最大１種目（リレーを除く）
リレーは各団体１種目１チーム（ただし小学生のリレーを除く）
中学生が一般・高校の部に参加することを認める。

７

参加料

１種目
リレー１チーム

８

申込方法

①愛知陸協ＨＰから申込用紙をダウンロードし必要事項を入力し、該当部分を印刷する。
ただし、女子の個票の種目にマーカーを引いておくこと。
②陸協規定の申込一覧表及び個票（男子は白紙、女子は黄紙）に必要事項を記入
上記いずれかにより申込書を作成後、振込み領収書のコピーを添えて下記に申し込むこと。
なお、学連登録者は愛知陸協登録者一覧表のコピーを添えること。

一般・高校 700 円
一般・高校・中学生

中学生 500 円
小学生 200 円
1000 円
小学生 500 円

（申込先）
・一般・高校・中学
・小学生
（問合先）
（振込先）

〒４９１－０８３７ 一宮市多加木１－２－３０ 青山充資方
尾張陸上競技協会 第２回尾張記録会係
〒４９６－８００１ 愛西市勝幡町後田３９７の２
八 代 香 津 子
宛
ｏｗａｒｉ．ｔｏｉａｗａｓｅ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
郵便振替 口座番号 ００８２０－７－８１７５５
口座名称 尾張陸上競技協会
通信欄記入事項 ①大会名、大会期日②申込団体名または個人登録者名

＜申し込み上の注意＞
① 個人票の記録欄には、必ず公認記録を記入すること。
② ナンバーカードは令和２年度（２０２０年度）愛知陸協登録番号とする。
③ 令和２年度登録手続きが未完了の場合は出場できないので、早急に完了すること。
④ 競技時間については、プログラム編成会議以後、愛知陸協ホームページにアップされる。
⑤ 中学生が一般・高校の部に参加する場合は、申し込み一覧表及び個票に赤字で「一般・
高校○○○」と種目欄に記入すること。参加料は１種目 500 円とする。
９

申込・振込期間

７月２１日（火）～７月３１日（金） 必着･厳守

10 競技方法

①トラック競技は全てタイムレースとする。
②フィールド競技においては、男女各種目を同時に実施する場合がある。
③トラック・フィールド種目が同時に実施された場合は、トラック種目を優先する。
④小学生は友の会のルールを適用する（フィールド競技の試技は３回）。

11 その他

①競技者は必ずナンバーカードを着けること。
②全天候走路のため、スパイクピンの長さは８ｍｍ以下を使用すること。
ただし、走高跳・やり投については 12mm 以下とする。
③プログラムについては、１チームに１冊配布する。２冊以上必要なチームについては、予
約冊数を申し込み一覧表に記入すること。残部に限り１冊 500 円で当日販売する。

12 感染防止のための注意事項
①大会１週間前から体調管理チェック表を記入し、団体受付時に代表者がまとめて提出する。
※以下の項目に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。
・体調がよくない（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又
は当該在住者との濃厚接触がある場合
※提出する前に、提出するデータをコピーまたは写真に撮り、自身でも保管すること。
②運動中以外はマスクを着用し、手洗い・洗顔を徹底する。
③３密（密閉・密集・密接）回避行動を心掛ける。
④ウォーミングアップは個別に行う。
⑤競技終了後および競技用具使用後は手洗い・洗顔・手指の消毒をする。
⑥更衣室の滞在は短時間にし、シャワールームは使用を禁止する。
⑦運動中につばや痰を吐くことは極力行わない。
⑧ゴミは各自で必ず持ち帰る。
⑨フィールド競技の滑り止め（炭酸マグネシウム）はできるだけ各自で持参する。
⑩競技者同士の会話は極力避け、招集中・移動中・待機中はマスクを着用する。マスク着用による熱中症
に気をつける。
⑪声を出しての応援、集団での応援を行わない。
⑫競技者は自分の競技時間に合わせて来場し、自分の競技が終わったら速やかに帰宅する（競技場滞在時
間をできるだけ短くする）。
⑬競技者以外の応援者・観客の競技場内（スタンドを含む）への立ち入りを禁止する（小学生の最小限の
付き添いを除く）。
⑭ホームストレート前スタンドは競技役員控え場所として使用するので、各団体での使用を禁止する。各
団体は芝生スタンドを使用し、密を避ける工夫をする。
⑮参加者は、大会終了後２週間は健康チェックをする（体調管理チェック表【大会後／個人管理用】を活
用する）。症状が４日以上続く場合は必ず最寄りの保健所、医師会、診療所等に報告する（症状には個
人差があるため、強い症状と思う場合はすぐに報告する）
。また、保健所、医師会、診療所に相談後、
必ず大会主催者に報告する。
⑯大会主催者は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。
13 個人情報の取り扱いについて
申し込み時に提供された個人情報は、競技運営目的以外に感染症予防対策目的として使用する。また、大
会主催者は、必要に応じて保健所・医療機関等の第三者へ情報を提供することがある。取得した個人情報
は大会終了後１か月保管する。
今大会申込者は、上記内容に同意のうえ申し込む（申し込みを受理した時点で同意したとみなす）
。
14 不測の事態による大会中止における返金について
感染症や天災・地変等により、やむを得ず大会を中止した場合は参加申込金の返金はしない。

第２回尾張記録会 プログラム編成会議
８月４日（火） 午後６：００～

愛知県一宮総合運動場

陸上競技場役員室

