
 

 

 令和３年度 飯伊陸上競技春季記録会 要項（21170701)  改訂版             

１ 主 催  飯田市陸上競技協会  下伊那郡陸上競技協会 

２ 共 催  (公財)飯田市スポーツ協会  

３  主 管  飯伊陸上競技協会 

４ 後 援  飯田市教育委員会 飯伊市町村教育委員会連絡協議会 南信地区陸上競技協会 

下伊那地区高等学校体育連盟 下伊那地区中学校体育連盟 下伊那校長会 下伊那郡体育協会 

５ 期 日  令和３年(2021 年)５月１日（土） 競技開始（予定）９：００（受付７：３０）   

６ 会 場  飯田市総合運動場陸上競技場（172050）  飯田市松尾明 7443    ℡0265-23-0002 

７ 競技種目  

目 競 技 種 目 

男 子 

100m  400m  1500m  3000m  5000m(高校・一般) 

110mH(一般・高校 1.067m 中学 0.914m)  4×100mR  

走高跳  走幅跳  砲丸投(一般 7.260kg 高校 6.000kg 中学 5.000kg) 

やり投  ジャベリックスロー(中学)  棒高跳 

女 子 

100m  400m  1500m  3000m  

100mH(一般・高校 0.838m 中学 0.762m)  4×100mR 

走高跳  走幅跳  砲丸投(一般・高校 4.000kg 中学 2.721kg) 

やり投  ジャベリックスロー(中学)  棒高跳 

小 

学 

生 

男 子 
4 年以上 100m  1000m   ジャベリックボール 

3 年以下 60m 

女 子 
4 年以上 100m  1000m   ジャベリックボール 

3 年以下 60m 

男女混合 5 年以上 4×100mR 

※一般男女の 100ｍについては記録上位 16 名で第２レースを実施する（予定） 

 

８ 競技規則 2021 年度日本陸上競技連盟競技規則及び本記録会申し合わせ事項による。 

９ 参加資格 2021 年度日本陸上競技連盟登録済みで、下記の条件のいずれかを満たす者。 

(1) 飯田下伊那地区に居住実態のある者。 

 (2) 飯田下伊那地区の学校に通学している者。 

 (3) 上伊那地区は中学校・高校に通学している者及び一般団体登録済みの者。 

※一般の未登録者は事前に登録を完了しておくこと。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、参加地区を制限する。また、感染状況によっては申し込み後で

あっても参加をお断りすることもある。その際、参加料は返金する。 

(4) 小学生の男女混合リレーについては、小学５・６年生の児童６名以内（正選手男女各２名ずつ及び補欠

男女各１名以内）で、オーダーは男女各２名で組むこと。走順は指定しない。 

10 参加料  １人１種目につき 1,000 円、リレーは１チーム 1,500 円 

11 参加制限 個人の種目制限はなし。 

12 記録証  希望者は有償（１部 200 円）にて交付する。競技結果発表後、受付にて「記録証発行届」に必

要事項を記入し、代金を添えて受付まで提出する。なお、代金は感染症対策のため釣り銭が無い

ように支払う。 

13 小学生の登録について 

   令和３年度より小学生も長野陸協に登録することになりました。書式は長野陸協ホームページ内「小学生

競技者登録」ページよりダウンロードして入手してください。電子申請もこちらのページからになります。 

登録料(１人 300 円)は参加料と共に下記のゆうちょ口座へお振込みください。詳しくは以下の URL を参考

にしてください。 URL:https://nagano-rk.com/guide/naa_essresist/ 

 

 



 

 

14 申込方法  

(1) エントリーファイルの送信 

① この要項を理解した者は、長野陸協ホームページの「競技日程」でエントリーファイルをダウンロード

し、エントリーデータを作成し、「エントリーセンター」から送信する。 

公認最高記録（無ければ目標記録）を必ず入力すること。これを元に番組編成を行う。 

② ファイルの拡張子を削除してしまうとデータの読み取りができないので注意する。 

③ 種目、氏名等の入力ミス並びに締め切り後の申し込みがあるが、受付終了後の追加、変更はできない。 

④ 新規エントリー後に追加のある場合は、最初に送ったファイルに追加記載したものを送信すること。 

追加分のみ記載したファイルを送信してもエントリーは出来ない。 

⑤ アスリートビブスは主催者が割り振るので、エントリーファイルのナンバー欄には記入しない。 

  ⑥ ４月の時点での所属・学年で申し込むこと。 

(2) 参加料の納付 

下記口座へ送金すること。参加料はいかなる理由があっても返金しないので、参加資格を確認の上、 

申込を行うこと。 

【ゆうちょ銀行窓口及びゆうちょ銀行 ATM】 

ゆうちょ銀行 振替口座 00510-5-53836 

口 座 名 柳 哲生 

※振込用紙の依頼者は、所属名（団体名）とし、備考欄には、代表者と連絡先を記入する。 

（団体名で申し込めないときは必ず、団体名を通信欄に記入する） 

※振り込み手数料は申し込み者の負担とする。 

【他銀行から振り込む場合】 

       金融機関コード 9900      店番 059       預金種目 当座 

        店名 ０五九店            口座番号 0053836 

(3) 申込締切  2021年４月 19日（月）（ファイルは当日 17時まで，入金は 4/22(木)まで納付すること。

期限を遅れたものは受け付けない。） 

(4) 大会事務局  〒395-0004 飯田市上郷黒田 450 飯田高等学校 柳 哲生 

TEL：0265-22-4500  携帯：090-1469-4068 

15 その他  

(1) アスリートビブスは主催者で準備するので、チーム受付で受け取ること。 

(2) 種目により競技時間の間隔がない場合があるので、複数種目にエントリーする場合はその旨を理解し、

申し込むこと。  

(3) リレーメンバーの服装についてはチームで統一したものを使用すること。小学生についても極力それに

準ずること。 

(4) フィールド競技の試技は３回とする。 

(5) エントリー数により、フィールド競技は種別ごとに行わず同時に行うこともある。 

(6) 安全ピンを各自で用意すること。 

(7) 競技場は全天候舗装につき、スパイクピンは平行ピンで 8mm を超えてはならない。走高跳・やり投は  

12mm を超えてはならない。なおオールウェザー用スパイクの固定ピンは使用して問題はない。 

(8) 新型コロナウイルス感染の状況または荒天、熱中症対策等により大会の運営に危険が予想される時は主

催者の判断で大会や種目を中止する場合がある。この時参加料の返金はできない。 

(9) 『飯田コアカレッジ様』、『コープながの様』、『創価学会様』の駐車場をお借りしてありますので、

マナーを守りご利用ください。競技場前の駐車場は許可証がないと使用できない。なお事故、違反行為、

トラブルは本人の責任において処理すること。 

(10) 小学生の種目もスタート時の号令は英語です。（0n your marks, Set) 



 

 

(11) 審判員の不足が予想されるため、参加される学校・チームから、１名以上の審判または協力役員（エ

ントリーファイルの「補助審判員氏名」に記載する）をお願いします。また高校、中学校は若干名の補

助員をお願いします。 

(12) ゴミ箱が設置してないので、ゴミは各自持ち帰ること。また、飯田市陸上競技場全体を禁煙とする。 

(13) 参加申込みおよび健康チェックシートに記載されます個人情報は、大会運営以外には使用しません。

ただし、新型コロナウイルス感染症が疑われる人が出た場合は、保健所等関係機関へ情報提供します。 

(14) 競技中の傷害および疾病に対して、主催者は応急処置と加入傷害保険の範囲内での対応とし、それ以

外の責任は負わない。 

(15) テント場所取りの順番は抽選にて行う。抽選を希望するチームは、代表者１名が７時 00 分に正面受付

前に集合する。 

(16) 安全対策として以下のことを行う。 

① 来場受付を大会本部が指定する場所で行う。大会役員は、陸協役員受付場所にて、自動検温機で検

温を行い、チェックシートを提出する。 

② 受付前に検温・問診を必ず受けて、主催者が指定した書式のチェックシートを、チーム関係者・選

手・観戦を希望する保護者は、全員提出する。この時に体温が 37.5 度以上の場合は参加させない。

問診票は、医師・医務員（看護師等）が判断を行う。なお、チェックシートは大会１週間前から必

要事項を記入する。当日競技場受付での記入、提出では入場できない。 

③ メインスタンドでの観戦は、選手１人につき観戦者１人とする。観戦の方法は、主催者側の指示に

従う。スタンド内では大声での応援は行わず、お互いにソーシャルディスタンスに注意する。 

④ 衝突事故回避の為、競技役員の配置、入退場の導線をコーン設置して行う。 

⑤ 選手の入退場は、南側通路から入場を行い、手洗い・手指消毒を行う。北側通路から退出するとき

は、手洗い・洗顔・うがい・手指消毒を行う。 

⑥ 3000m 以上の種目については、第一曲走路、バックストレート、第二曲走路の８レーンの外側での

観戦を許可するので、南側入場通路から入場する。競技終了後は北側退場通路から速やかに退場す

る。 

⑦ 選手控え場所のチームテントは風で飛ばされない様に支柱をしっかり固定して設置する。係員の指

示に従い、密にならない様に設置し風通しを良くする。 

⑧ 審判・役員席、情報処理室の換気は、絶えず行う。また、必要個所は適時消毒を行う。 

⑨ 熱中症対策を行う。 

⑩ ３密を避けるため、競技結果の会場内での掲示は行わない。競技結果は長野陸協 DATAWEB の競

技会結果ページにアップするが、個人情報保護法に基づき競技結果を公表されたくない選手は、事

前に大会本部に連絡を行うこと。 

⑪ 来場される選手、チーム関係者、保護者、審判には、厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認ア

プリ『COCOA』のインストールをお願いいたします。 

 

              

 

 

 

 

 

 

参考 WA 規則第 143 条(TR5:シューズ)のルール再改訂について(2020 年 7 月 28 日改訂) 

2020 年 12 月 1 日以降の大会では、規定を満たしてないシューズは使用不可となる。 

 

 種  目 ソール(靴底)の最大の厚さ 補  足 

フィールド

種目 

三段跳以外 20mm まで 前の部分の中心点のソール厚さは、かかとの中

心点のソール厚さを超えてはいけない。 三段跳 25mm まで 

トラック 

種目 

800m 未満(含むハードル) 20mm まで リレーにおいては、各走者の距離で適用する。 

競歩種目はロードと同様とする。 800m 以上 25mm まで 

▼長野陸協 DATAWEB▼ 

http://nrk-dir.jp/result 

   

▼Google Play▼  

 

▼App Store▼ 

 

http://nrk-dir.jp/result

