長野サマー・トライアル２０２１（21170312） 大会要項
兼 第 74 回長野県陸上競技選手権大会リレー競技
兼 U16,U18 選手選考対象競技会
兼 第 76 回国民体育大会陸上競技長野県予選会
１

主

催 (一財)長野陸上競技協会

２

後

援 長野県教育委員会・（公財）長野県スポーツ協会

３

期

日 ２０２１年（令和３年）７月２３日（金祝）
競技開始（予定） モーニング・セッション ９：３０
ナイト・セッション
１６：００

４

会

場 松本平広域公園陸上競技場（171020）

５

種

目

モーニング・セッション
クラス

男
子

中学
女
子

少年 B
少年共通
高校
一般

７
８

種 目

中学 1 年 100ｍＨ（0.838m/8.5ｍ）
砲丸投(４.000kg) ＊普及種目
１５０ｍ 走高跳 走幅跳 三段跳
中学
円盤投(1.500kg)
ジャベリックスロー(0.300 ㎏)
少年 B
砲丸投(5.000kg)
３００ｍ 110ｍＨ（0.991m/9.14ｍ） ３００ｍH(0.914m/35m)
高校
走高跳 走幅跳 三段跳 円盤投(1.750kg)
一般
３００m 走高跳 走幅跳 砲丸投(7.260kg)
クラス

６

（参加人数により変更がある）
（参加人数により変更がある）

種 目
１５０ｍ 走高跳 走幅跳 三段跳
円盤投(1.000kg) ジャベリックスロー(0.300 ㎏)
砲丸投(4.000kg)
１００ｍH(0.762m/8.5m)
３００ｍ ３００ｍH(0.762m/35m) 走高跳 走幅跳
三段跳
３００ｍ 走高跳 走幅跳

※ナイター記録会

ナイト・セッション
８００ｍ
１０００ｍ
１５００ｍ
３０００ｍ
５０００ｍ
３０００ｍW

８００ｍ
１０００ｍ
１５００ｍ
３０００ｍ
３０００ｍW

第 74 回長野県陸上競技選手権大会リレー競技
男子
4x100m 4x400m
女子
4x100m 4x400m
・少年 B 選手選考の参考資料とするため,男女少年 B１００ｍを実施する。（出場者は陸協推薦者とす
る）
競技規則 2021 年度日本陸上競技連盟規則, 日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開のガイダンス」ならびに本
大会申し合わせ事項による。
参加資格 (1) ２０２１年度日本陸上競技連盟登録者で、長野県内在住者に限る。 ※小学生の出場は認めない。
(2) 県選手権リレーは県選手権大会のターゲットナンバーによる。
参加制限 (1) 出場は中学生は一人１種目まで、高校・一般は一人２種目までとする。（県選手権リレーは除く）
(2) クラスに該当する競技者以外の出場は認めない。
(3) 少年共通は平成 15 年(2003 年)4 月 2 日以降に生まれた者とする。ただし，中学生は 3 年生のみ参加
できる。
(4) 少年 B は平成 1７年(2005 年)4 月 2 日以降に生まれた者とする。ただし，中学生は 3 年生のみ参加で
きる。
(一財)長野陸上競技協会

９

参 加 料 １種目につき１，０００円(参加料は理由の如何に関わらず返却しない。)

10 申込期間 エントリーファイル：2021 年７月６日（火） 17:00 必着
参加料入：2021 年 7 月 20 日(火)必着
※締切を厳守すること。
※締切までに入金が確認できていない場合は、エントリーを無効とする。
11 申込方法 (1) エントリーファイルの送信
長野陸協ホームページの「競技会日程」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、同「エントリーセンター」から送信する。手続きの詳細は「エントリーセンター」トップページに記載
してある。ＰＣによりプログラム編成を行うので、公認最高記録を必ず入力すること。エントリーセンター
からの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されないが、サーバー等のセキュリティー設
定等の関係で、返信が確認できない場合や、事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ずエ
ントリーセンター担当者へ連絡すること。
(2) 参加料の納付
振替口座 下記長野陸協競技部名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】
記号 １１１２０ 番号 ３５５１３６３１
なまえ 長野陸協競技部（ナガノリッキョウキョウギブ） 宛
【他銀行からの振込】
店名 一 一八（イチイチハチ）店番 １１８
預金種目 普通貯金 口座番号 ３５５１３６３
(3) 振込用大会指定番号: 10
(4) 振込名の前に、上記(3)の振込用大会指定番号と登録団体名を挿入すること。
12 そ の 他 (1) 参加者の所属については，２０２１年度登録の所属とする。
(2) WA 規則第 143 条（TR5:シューズ）のルール再改訂を適用する。
(3) 大会での傷害等については応急処置のみ主催者にておこなうが，以降の責任は負わない。
(4) アスリートビブスについて
①一般競技者(大学生含む)＝主催者で割り振り、大会受付で配布
②高校生＝高体連登録番号(アスリートビブス･安全ピンは各自持参)
③中学生＝中体連・県陸協共通登録番号(アスリートビブス･安全ピンは各自持参)
(5) 競技場は全天候舗装であるので，使用するスパイクピンは９mm をこえてはならない。走高跳のスパイ
クは 12mm を超えてはならない。
(6) フィールド競技では Top8 を設けず，３跳躍・３投てきとする。
(7) ナイト・セッションについては，男女同時スタートになる場合がある。
(8) タイムテーブル、スタートリストは競技会 1 週間前を目途に長野陸協ホームページに掲載する予定。
アドレス＝http://nagano-rk.com/
(9) 本競技会は国体、ジュニアオリンピック選手選考対象競技会のひとつとして実施する。国体、ジュニア
オリンピック出場を目指している選手は可能な限り参加されたい。なお，本選考会のみで選手選考をす
るわけではない。
(10)新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、参加資格及び参加制限を新たに設ける場合がある。
その際は、長野陸上競技協会ホームページに掲載する。
13 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、公式ホ
の取り扱
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。
いについ
(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
て
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
(一財)長野陸上競技協会

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 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
かつ速やかに廃棄する
14 問合せ先 問い合わせ事項は
長野陸上競技協会 競技運営委員会競技部へメールでお問い合わせください。
メールアドレス：taikaiinfo@nagano-rk.com

(一財)長野陸上競技協会

