
 

 

 第 69 回 飯伊陸上競技選手権大会 要項（18170523)                     

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・㈱南信州新聞社 

５ 期 日  令和２年８月２２日（土）・２３日（日）  

競技開始（予定） １日目９：００（受付７：４０ 開会式８：３０）   

２日目９：００（受付８：００） 

６ 会 場  飯田市総合運動場陸上競技場（172050）  飯田市松尾明 7047    ℡0265-23-0002 

７ 競技種目  

目 １日目（８／２２(土)） ２日目（８／２３(日)） 

一般・ 

高校男子 

100m 800m 400mH(0.914m) 3000mSC 

4×100mR 走高跳 棒高跳 走幅跳  

円盤投(一般 2.000kg・高校 1.750kg) やり投 

ハンマー投(一般 7.260kg・高校 6.000kg) 

400m 1500m 5000m  

110mH(1.067m) 4×400mR  

三段跳 砲丸投(一般 7.260kg・高校 6.000kg) 

一般・ 

高校女子 

100m 800m 400mH(0.762m)  

走高跳 棒高跳 円盤投(1.000kg) 

やり投 ハンマー投(4.000kg) 

400m 3000m  

100mH(0.838m) 4×100mR  

走幅跳 砲丸投(4.000kg)   

中学男子 

200m 1500m 4×100mR  

走高跳 棒高跳 走幅跳  

円盤投(1.500kg) 

1 年 100m   

共通 100m 400m 3000m 110mH(0.914m) 

砲丸投(5.000kg) ジャベリックスロー 

中学女子 

200m 1500m 4×100mR 

走高跳 棒高跳  円盤投(1.000kg) 

1 年 100m  

共通 100m 400m 3000m 100mH(0.762m) 

走幅跳 砲丸投(2.721kg) ジャベリックスロー 

小学男子 

4 年 100m 5 年 100m 6 年 100m    

共通 1000m 4×100mR 

走幅跳 ジャベリックボール 

 

 

 

小学女子 

4 年 100m 5 年 100m 6 年 100m    

共通 1000m 4×100mR  

走幅跳 ジャベリックボール 

 

 

 

 

８ 競技規則 2020 年度日本陸上連盟競技規則及び本大会要項による。 

９ 参加資格 (1) 本地区（飯田下伊那）に在住の者、あるいは本地区に勤務先、通学先のある者に限り、参 

加することができる。ただし、大学生、各種学校の者は出身地区、出身高校がこの地区であ 

れば参加できる。また本地区の登録団体競技者も参加できる。 

(2) 小学生の参加は、４年生以上とする。 

(3) 一般の未登録者は事前に登録を完了しておくこと。 

(4) 新型コロナ対策で国から活動制限解除が示されてきていますが、なお一層安全を確保する

ために、主催者として以下の大変厳しい参加資格・条件を示して、それを理解いただき申込

みいただきたい。 

  ① 首都圏からＪＲ新幹線及び沿線地区からは、新型コロナ対策のため参加申込みは受付し

ない。    



 

 

② 安全対策のため、上記参加資格に該当し、かつ別紙「新型コロナウイルス感染症につい

ての体調管理等チェックシート」を受付時に提出し、問題がないと判断された場合のみ

出場できる。 

10 参加料  １人１種目につき 700 円、リレーは１チーム 1,500 円 

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。  

・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ませんので注意する。 

・種目、氏名等の入力ミス並びに締切後の申し込みがありますが、受付終了後の追加、変更 

          はできませんのでお気を付け下さい。 

・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 

          してください。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ません。 

(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

して下さい。（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  2020年 7月 30日（木）（ファイルは 17時･入金は申込翌日 7/31までに納付す

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 

 

12  表 彰 各種目優勝者には選手権証及びメダル、２位・３位には賞状を授与する。 

13 その他 (1) アスリートビブス（ナンバーカード）（エントリー時に記入）は下記の通りとする。 

       一般・小学生：記入なし。（主催者で割り振り、大会受付で配布） 

高校生：高体連登録番号（アスリートビブスを持参してください）     

中学生：中体連、県陸協共通登録番号（アスリートビブスを持参してください） 

(2) 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。 

(3) 安全ピンを各自で用意すること。 

(4) 一般・高校・中学生の男女長距離種目は､県縦断駅伝競走大会の選手選考の対象とする。 

(5) スパイクピンは平行ピンで、長さ 9 ㎜以下を使用すること。 

(6) 素足での競技は禁止する。(火傷等の傷害を招く恐れがある) 



 

 

(7) 真夏の大会のため選手は体調を十分整え出場すること。競技中の傷害及び疾病に対して、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。 

(8) 荒天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。尚、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) 本年度より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) 当日は種目も多く審判員が必要です。参加される小学校・中学校は、引率の先生１名審判員

のお手伝いをお願いします。又、高校、中学校は若干名の補助員をお願いします。なお、審判

員名、補助員数の報告を申込一覧表に記入して提出する。 

(12) 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。 

        ② 受付前に検温・問診を必ず受けてチェックシートを提出（主催者が指定する書式）する。

この時に体温が 37.5 度以上の場合は、参加させない。問診票で医師・医務員（看護師

等）が判断を行う。 

        ③ メインスタンドでの観戦では、大声での応援は行わない。お互いにソーシャルデイスタン

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、南側ゲートもしくは北側ゲートから行い、競技場から出る時は、トイレ

の手洗い場でその都度手洗いを行う。 

⑥ 3000m 以上の種目については、トラックサイド（バックストレート、第一曲走路、第二

曲走路）での観戦、応援を許可する。 

        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。 

        ⑨ 必要個所は、適時消毒を行う。 

        ⑩ 熱中症対策を行う。 

 

 


