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第１回南信地区小学生陸上競技大会 兼 第 38 回長野県小学生陸上競技大会南信地区予選会
（競技会ｺｰﾄﾞ：20170727）
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南信地区陸上競技協会
長野日報社
飯田市
飯田市教育委員会
(公財)飯田市スポーツ協会
南信地区陸上競技協会
令和３年（2021 年）６月６日（日）受付： ８時００分～ チーム代表者会議：９時００分
開始式：９時２０分 競技開始予定：１０時００分
飯田市総合運動場陸上競技場(172050)
飯田市松尾明 7445 ℡0265－23－0002
クラス
男子
女子

種

目（2019 年より新種目）

4 年 100m
5 年 100m
6 年 100m
1000m
コンバインド A〈80mH(0.700m) 走高跳〉
コンバインド B〈走幅跳 ジャベリックボール投(NISHI 製品)〉
※ 4 年 100m と 5・6 年 1000m は、県独自種目（県大会止まり）

混合

８ 競技規則
９ 参加資格

10 競技方法

４×100m

（男女各 2 名、補欠は男女各 1 名。県大会に向けて変更はできない。
）

2021 度日本陸上競技連盟競技規則および本大会申し合わせ事項による。
(1) 長野陸協に登録した小学生登録者で、小学校・クラブ・陸上競技教室単位とする。
(2) 学年指定のない種目の参加は、小学校５・６年生とする。出場許可は保護者の責任にお
いて行い、無理のないよう参加申し込みをすること。
(3) 各種目とも南信地区陸協加盟各支部が行う予選会に出場し、各支部から推薦された８名
（８チーム）とする。
(4) １人１種目とする（リレーと他の種目を兼ねることはできない）
。
(5) リレーの補欠選手を対象とした友好 100m のレースを行う。友好 100m 出場希望者は、
当日 9 時 40 分までに TIC（受付）に申し込むこと。なお、友好 100m に出場した選手は、
リレー決勝には出場できない。
(1) 100m は予選、決勝を行い、1000m はタイムレース決勝とする。
(2) スパイクシューズ(平行ピン)を使用してもよい。ただしピンの長さは 8mm 以下とする。
(3) 素足での競技は禁止する。
(4) 短距離種目のスタートはクラウチングスタートで行うこと。
(5) スタートは、イングリッシュコマンドとする。
（
「オンユアマークス」
「セット」
）
(6) 同一競技者が２回不正スタートをすると、失格となる。
(7) リレー競走におけるテイクオーバーゾーンは 30m とし、その中で次走者の加速スター
ト、バトン渡しを行うこと。
(8) リレー競走における予選通過チームの決勝における競技者変更は、傷病等の理由により
大会総務が認めた場合に限る。
(9) 走高跳ははさみ跳とし、マットへは足裏からの着地を原則とする。
（背・腰から落下した
場合は無効試技とする）なお、2 回連続して試技を失敗した時点で競技終了とする。
(10) 走高跳の最初の高さ設定は男女ともに 80cm とするが、当日の状況で変更になる場合が
ある。
(11) コンバインド B 走幅跳、ジャベリックボール投の試技については、2 回とする。
(12) ジャベリックボール投の助走距離は 15m 以内とし、一投ずつ（2 連投ではない）計測
する。羽部分を持って投げたり、回転して投げたりすることは禁止とする。
(13) ジャベリックボール投は、NISHI 社製ジャベボール（重さ 140g）で実施する。
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(14) 80mH 男女のインターバルは、13m－（7m×9 台）－11m、高さは 70cm とする。
(15) コンバインド A・B の競技順、レーン順は、プログラムの通りとする。記録は得点にし
て順位付けをする。
(16) 競技運営の関係で女子コンバインド A および女子コンバインド B については、２種目
の競技順を逆にし、女子コンバインド A（走高跳→80mH）
、コンバインド B（ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞ
ｰﾙ投→走幅跳）の順とする。
参加料
１人 700 円（傷害保険代・ナンバー代を含む。県大会に準ずる）
※南信小学生へのエントリーは個人では行わず、支部担当者が各支部の分をまとめて行う。参
加料等は各支部大会の時に支払いとなるので、支部担当者の指示に従うこと。
申込方法
各支部からの南信地区陸上競技協会事務局へ申し込むこと。
【締切 ５月 26 日（水）21 時】
表
彰
各種目８位まで賞状、１位にメダルを授与する。なお表彰式は行わないので、競技結果が確定
次第、TIC（受付）まで取りにくること。
個人情報
(1) 主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報を
の取扱い
取扱う。尚、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、
について
公式ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。
(2) 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催者が承認した第三者が大会運
営及び宣伝等の目的で、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。競技結果等について、個人名や写真
等をホームページ、各種競技結果記録集等、大会パンフレット・ポスター等、および報道等
に公表して欲しくない者は、チーム代表者がとりまとめ大会事務局に申し出ること。
(3) 日本陸連ガイダンスに基づき、提出していただいた「体調管理チェック表」に記載の個人
情報を、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。尚、
「体調管理チェッ
ク表」で取得した個人情報は、大会終了１ヶ月以上をめどに保管し、保管期間を過ぎた当
該情報は、適正かつ速やかに廃棄を行う。
応援・観戦
応援・観戦はメインスタンドでのみに限定し、選手１人につき観戦者１人とする。ただし、
について
走高跳、ジャベリックボールについては競技場内の芝生席においてコーチング（観戦）
ボックスを設け、こちらも選手１人につき観戦者１人とする。当該競技者開始時間の 10 分
前を目安にメインスタンドまたは芝生席のコーチングボックスに入場し、競技終了後は速
やかに退場する。なお、入場する際には係員に認証リボン（健康チェックシートと引き換え）
の提示をすること。声を出しての応援は行わず拍手で行い、３密を避け、お互いにソーシャ
ルディスタンスに注意する。

16 県大会申込
について

(1) 各種目上位８位までの者（リレー８チーム）で県大会出場希望者は、大会当日中に
TIC（受付）にて申し込みを行うこと。後日の受付は一切行わない。
(2) 参加料 1 人 700 円（傷害保険料含む）を添えて申し込み手続きを行うこと。
(3) 申し込みは各種目の競技結果発表後、随時受付を開始し、午後 4 時で締め切る。
(4) 県大会出場を辞退する場合は、競技結果発表後 30 分以内に TIC（受付）まで申し出
ること。辞退が出た場合は、下位から繰り上げをする。
(5) 県大会の 4×100mR の参加人数は 6 名で、南信小学生大会終了後の追加エントリー
は認められない。4 名のエントリーでも南信小学生大会への参加はできるが、万が一 1
名が参加できなくなった場合は出場が認められない。南信小学生大会のリレーのエント

17 そ の 他

リーはできる限り 5 名以上でお願いしたい。
(1) アスリートビブスは主催者が用意するので、各チームで準備する必要はない。
(2) 大会中の事故については、主催者は応急手当を行うが、以後の責任は負わない。
(3) 新型コロナウイルス感染状況によっては、別途、感染対策注意事項等をお願いすること
がある。
(4) 『飯田コアカレッジ様』
、
『コープながの様』
、
『創価学会様』
、
『スタンレー様』の駐車場
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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。
(5) 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。
(6) 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 30
分に TIC（受付）前に集合する。
(7) 招集完了後は選手以外は競技場内へは入れない。
（監督・コーチ ID を付けた者も入れな
い。
）スターティングブロックのセッティングなど競技に関わることは選手自身でできる
ようにしておくこと。
(8) 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、審判
員・協力役員・指導者・チームスタッフ・選手・保護者は、全員提出する。問診票は、医
師・医務員（看護師等）が判断を行う。チェックシートは大会２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。様式は、長野陸協ホームペー
ジ「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関係情報」ページ（https://naganork.com/new-coronavirus-related-information/）からダウンロードすること。なお、小
学校独自の健康チェックシートを提出しても構わない。その場合はその写しを提出する
こと。
③ 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。
④ 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。
⑤ 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。
⑥ 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。
⑦ 熱中症対策を行う。
⑧ 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。
⑨ 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』のインストールを推奨する。
▼長野陸協 DATAWEB▼

▼Google Play▼

▼App Store▼

http://nrk-dir.jp/result

18 問い合わせ先 ※問い合わせはメールに限る。
① 競技・エントリーに関するお問い合わせ
【南信地区陸上競技協会 競技部長】
柳 哲生 メールアドレス：yanagi-t@m.nagano-c.ed.jp
② 入金に関するお問い合わせ
【南信地区陸上競技協会 事務局】
西尾 章広 メールアドレス：nishio.akihiro@beige.plala.or.jp
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