ＪＯＣチャレンジ記録会 2020（大会コード：20170313）
（長野オータム･トライアル 2020・名称日程変更大会）
【記録会開催主旨】
〇JOC ジュニアオリンピックカップ全国高等学校陸上競技大会 2020 兼 U20 全国陸上競技大会及び、JOC ジ
ュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会 2020 参加資格チャレンジの機会を設ける。
〇一般競技者で、東海選手権参加資格取得者に競技会チャンスを与える。
【新型コロナウイルスの対応策について】
本協会主催大会では、日本陸連作成の、
「陸上競技活動再開についてのガイダンス」に準拠し競技会運
営を行います。
ガイダンス最新版は、日本陸上競技連盟 HP（https://www.jaaf.or.jp/on-your-marks/）に掲載をして
おりますので、大会参加者の皆様は、必ず事前にお目通しいただき、感染症対策を徹底したうえでのご参
加をお願い致します。
また、今後ガイダンスの更新に当たり、大会要項を変更する可能性がございます。予めご了承ください。
1.

主

催

（一財）長野陸上競技協会

2.

主

管

（一財）長野陸上競技協会

3.

期

日

２０２０年８月２９日（土）
暑さ対策のため「MorningSession」と「NightSession」に分けて実施する。
MorningSession：9:30 フィールド、9:40 トラック競技開始（予定）
NightSession ：16:20 競技開始（予定）

4.

会

場

県松本平広域公園陸上競技場（松本市今井）

5.

種

目

〇MorningSession
クラス
種
目
100m 200m 400m 110mH（1.067m）*110mH(0.914m)
400mH(0.914m) 走高跳 走幅跳
男
子
*砲丸投(5.000kg) 砲丸投(6.000kg) 砲丸投(7.260kg)
ハンマー投(6.000kg) ハンマー投(7.260kg)
*四種競技 （4x100m 4x400m）
100m 200m 400m *100mH（0.762m） 100mH(0.838m)
400mH(0.762m) 走高跳 走幅跳
女
子
*砲丸投(2.721kg) 砲丸投(4.000kg) ハンマー投(4.000kg)
*四種競技 (4x100m)
〇NightSession
クラス
種
目
男
子
800m 1500m 3000m
女
子
800m 1500m
*＝中学生のみ
※リレー競技は、普及強化推薦チーム及び東海選手権理事長推薦を得ているチーム
のみとする。
（ターゲットナンバーを超える場合は推薦チームを優先する。
）

6.

参加資格

2020 年度日本陸上競技連盟登録競技者かつ、長野県内に居住実態のある競技者のう
ち、(2)、(3)、(4)の順で、各種目の競技者人数のターゲットナンバー（出場者数の
上限）を上限に正式参加者とする。
(1) 中学生、高校生は 3 年生のみとする。
（普及強化委員会推薦選手は除く。
）
(2) ターゲットナンバーを上限に、(一財)長野陸上競技協会普及強化委員会が推薦す
る競技者
(一財)長野陸上競技協会

(3) ターゲットナンバーを上限に、県内居住の、一般･大学生の競技者で、
「長野サマ
ー･トライアル 2020」で、
「第 63 回東海陸上競技選手権大会」の出場権を得た者
で、その該当種目。
大学生については、県外居住の大学生は原則として除く。但し、リモート授業等
で、要項公開 2 週間以上前から県内に居住していた者はエントリー出来る。その
際居住していたことの証明の提出は求めないので自己責任で申し込むこと。ま
た、エントリーファイル送信時に「通信欄」に該当選手名を記載すること。
(4) ターゲットナンバーを上限に、2019 年 1 月 1 日～2020 年 8 月 16 日の間の公認最
高記録上位の競技者。(自己ベストでは無いので注意)
(5) ターゲットナンバー
〇トラック種目
種目
男子
女子
100ｍ
27
27
200ｍ
27
27
400ｍ
27
27
800ｍ
27
27
1500ｍ
32
32
3000ｍ
20
－
100mH(0.762m)
－
18
100mH(0.838m)
－
18
110mH(0.914m)
18
－
110mH(1.067m)
18
－
400mH(0.914m)
18
－
400mH(0.762m)
－
18
〇フィールド種目：12(男子砲丸投(7.260kg、ハンマー投(7.260kg)は 8)
〇四種競技：8
(6)各種目において、ターゲットナンバーを上限に正式な参加者とする。申込締切後、
資格審査を行ったうえで、8 月 19 日（水）以降に、本協会 HP に正式な大会参加者
（スタートリスト）を発表する。
7.

参加制限

1 人 1 種目（普及強化推薦選手並びに、リレーは除く。
）

8.

競技規則

(1) ２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則及び【第 2 版】競技会開催について（2020
年 8 月 11 日）並びに本大会申し合わせ事項による。
(2) トラック種目で男女 100ｍ・ハードル種目(400ｍH 除く。)は、SecondRound を行
う。SecondRound に出場できるのは、MorningSession で行われたそれぞれの種目
の上位 8 名とする。
(3) ウイルス性の感染症等や悪天候などを含む、競技運営および安全確保に支障をき
たす不可抗力事態が発生または発生する恐れがある場合は、主催者は必要に応じ
て大会中止、一部中止、日程変更、試技回数等を含む種目内容を変更することが
ある。中止や変更などが生じた場合の詳細は本協会 HP で発表する。
(4) WBGT が、31℃を超えた場合、大会を一時中断、または中止をすることがある。

9.

参

(1) 1 人 1 種目１,０００円 リレーは２,０００円
(2) 参加料は、大会当日選手受付で支払うこと。
（感染防止のため、金銭の直接の受
け渡しはできるだけ避けたいので、必ず釣銭の要らないよう準備すること。
）
支払後の、参加料は理由の如何に関わらず返金しない。
(3) 正式出場者の発表は 6 項(6)を確認すること。

10.

申込方法

加

料

(1) 本陸協「エントリーセンター」からのインターネット申込みとする。
(2) エントリーセンターの使用方法は、同ホームページの記載を参照すること。
(一財)長野陸上競技協会

(3) 申込期限
要項公開の日～8 月 18 日（火）17：00 まで（厳守）
11.

個人情報の
取り扱い

(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。
(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をおこなう。

12.

そ

他

(1) 参加者の所属については、2020 年度登録の際の所属とすること。
(2) アスリートビブス(ナンバーカード）は、下記のとおりとする。
・一般競技者：主催者で割振、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各自持参してください）
・中学生：中体連、県陸協共通登録番号（アスリートビブスを各自持参してくだ
さい）
(3) 競技場は全天候舗装につき、スパイクのピンは 9mm を超えてはならない。走高
跳のスパイクは 12mm を超えてはならない。
(4) 走高跳の最初の高さは男子 1m80 女子 1m45 とする。ただし、天候等によって、変
更になることがある。
(5) 競技場に商品名のついた衣類、バッグを持ちこむ場合は日本陸連「競技会におけ
る広告および展示物に関する規程」を順守すること。
(6) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う注意事項は、事前に別途長野陸協 HP に掲
載するので、内容を確認し、対策にご協力いただきたい。

13.

お問い合わ
せ
先

(一財) 長野陸上競技協会 競技運営委員会競技部あて、下記メールアドレスまでお願
いします。
メールアドレス：naa_kyogi@nagano-rk.com

の

(一財)長野陸上競技協会

