第７３回長野県陸上競技選手権大会 要項（20170008）NAGANO Athletics Championships
※新型コロナウイルスの対応策について
長野陸協主催大会では、日本陸連「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、日本陸連 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。
1.
主
催 (一財)長野陸上競技協会
2.
共
催 （公財）長野県スポーツ協会・長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟・
信濃毎日新聞社・松本市教育委員会
3.
後
援 長野県教育委員会
4.
特 別 協 賛 奥アンツーカー株式会社（アスリートビブス協賛）
4.
期
日 ① リレーを除く競技
2020 年 10 月 17 日(土)～18 日(日)
競技開始（予定） １日目 9:00 /2 日目 9:00 （両日とも変更があり得る）
② リレー競技
2020 年 9 月 26 日(土)～27 日(日)
第 104 回日本陸上競技選手権大会混成競技と同時開催
※競技日程は同大会の日程による。
5.
会
場 ① リレー競技を除く
県松本平広域公園陸上競技場（171020）MATSUMOTODAIRA Athletics STADIUM
② リレー競技
長野市営陸上競技場(174020) Nagano Athletics STADIUM
6.
種
目 ① 2020/10/17-18(リレーを除く競技)
17 日

男
子

女
子

7.

8.

200m 800m 5000m 400mH(0.914m)
3000mSC(0.914m) 5000mW
走高跳 HJ 走幅跳 LJ
円盤投 DT(2.000kg)
砲丸投 PS(7.260kg)
十種競技 DECA
(Decathlon：100m,LJ,SP,HJ,400m)
200m 800m 3000m
400mH(0.762m) 2000mSC(0.762m)
走高跳 HJ 走幅跳 LJ
円盤投 DT(1.000kg)
ハンマー投 HT(4.000kg)
七種競技 HEPTA
(Heptathlon：100mH,HJ,SP,200m)

18 日
100m 400m 1500m 10000m
110mH(1.067m)
棒高跳 PV 三段跳 TJ
ハンマー投 HT(7.260kg)
やり投 JT(800g)
十種競技 DECA
(Decathlon:110mH,DT,PV,JT,1500m）
100m 400m 1500m
100mH(0.838m-8.5m) 5000mW
棒高跳 PV 三段跳 TJ
砲丸投 SP(4.000kg) やり投
JT(600g)
七種競技 HEPTA
(Heptathlon：LJ,JT,800m)

② 2020/9/26-27(リレー競技)
26 日
27 日
男子
4x100m
4x400m
女子
4x100m
4x400m
※日程は、第 104 回日本陸上競技選手権大会混成競技による。
競 技 規 則 (1)2020 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。
(2)ＷＡ規則第 143 条（TR5：シューズ）のルール再改訂を適用する
参 加 資 格 (1) 2020 年度長野陸上競技協会の登録競技者
但し、現在（要項公開時点）の新型コロナウイルスの発生状況から、本年に限り、

9.

参 加 料

10.

申込方法

11.

表

12.

そ の 他

彰

大会前２週間に自治体独自を含む非常事態宣言または越県往来自粛要請等が出され
ている地域に居住の実態のある競技者大学生については、参加を認めないが、リモー
ト授業等で、大会 2 週間以上前から県内に滞在(居住実態がある)している者は参加を
認める。
（証明の提出は求めないので自己責任で申し込むこと。エントリーファイルの
通信欄にその旨記載すること。
）
(2) 2019 年 4 月 1 日～2020 年 9 月 27 日までの期間で、各種目のターゲットナンバー
（出場者数の上限）に相当する記録を有する者。
① 2019 年 4 月 1 日～2020 年 9 月 27 日までの期間で、各種目の「申し込み資格
記録」を有している競技者のみ申し込むことができる。
② 正式な大会出場者については、申込締め切り締切後、資格審査を行ったうえ
でターゲットナンバーを上限に確定とする。
（10/7 以降に長野陸協 HP に正
式な大会出場者（スタートリスト）を掲載する）
③ 各種目の「申し込み資格記録」及び「ターゲットナンバー」は別紙記載の通
り。
(3) リレーは、各種目 1 団体（校）1 チームのみエントリー出来る。
(4) 中学生は 400mH、3000ｍ以上の競走（女子 3000m は除く）
、三段跳、男子投てき種
目すべて、女子やり投とハンマー投及び混成競技には出場できない。
①一人１種目につき 1,500 円，リレー1 チームにつき 4,000 円
②参加料の振込は、正式な大会出場者（スタートリスト）公開の日～10/14（水）までと
する。
③参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。
(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」の記載を確認すること。
PC によりプログラム編成を行うので、資格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、必ず長野陸協競技部へ連絡すること。
※エントリーセンター「エントリー状況確認」ページでも確認できます。
今大会はエントリー選手名のローマ字表記（ヘボン式）が必要となる。詳細はエン
トリーファイル掲載の注意事項を確認すること。
(2)参加料の納付
〇振替口座 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、正式な大会出場者を確認の上、振込を行うこと。
【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) 申込締切 2020 年 9 月 29 日（火）
（ファイルは 17 時･入金は 10/14 までに納付す
ること。期限を遅れたものは受け付けない。
）
リレー競技は 2020 年 9 月 11 日（金）
（ファイルは 17 時・入金は 9/23 まで）
(4) 振込大会指定番号 : ２
(5) 振込名の前に、上記(4)の大会指定番号と登録団体名を挿入すること。
(1) 長野陸上競技協会登録競技者で各種目の最上位者に長野県選手権章、および各種目
８位までの入賞者に、賞状を授与する。
(2) 大会で優れた活躍をした者を選考し、最優秀選手章と優秀選手章を授与する。
(3) 表章式は行わないので、賞状は、TIC で受け取ること。
(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。

13.

個人情報
の取り扱
いについ
て

14.

問合せ先

(2)アスリートビブスは、主催者で準備するので、選手受付で受け取ること。
(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・
やり投のスパイクは 12mm を超えてはならない。
(4) 三段跳の踏切板は、砂場から男子 12m、女子 9m の地点に設置する。ただし、出場選
手の状況等によって、変更になることがある。
(5) 走高跳の最初の高さは男子 1m80 女子 1m45、棒高跳の最初の高さは男子 3ｍ20 女子
2m10 とする。ただし、天候等によって、変更になることがある。
(6) 5000m 以上の種目については打ち切り時間を設けることがある。
(7) 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。
(8) 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。
(9) 観戦について、無観客にするかの判断は、大会 1 週間前までに主催者で決定し、長
野陸協 HP で周知する。
(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。
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：naa_kyogi@nagano-rk.com

大会要項別紙

第 7３回 長野県陸上競技選手権大会・ターゲットナンバー＆申込資格記録
対象期間：
〈２０１９年４月１日～２０２０年９月２７日〉

種目【ターゲットナンバー】

男子(ｽﾀｰﾄの高さ･計測ﾗｲﾝ)

女 子

１００ｍ TN無し 予選・決勝

１１秒５０

１３秒５０

２００ｍ TN無し 予選・決勝

２３秒５０

２８秒００

４００ｍ【27名】

５３秒００

１分０７秒００

８００ｍ【27名】

２分０８秒００

２分３２秒００

１５００ｍ【32名】

４分１５秒００

５分１６秒００

３０００ｍ【27名】

１２分００秒００

５０００ｍ【27名】

１５分３０秒００

１００００ｍ【16名】

３３分００秒００

１００ｍＨ(0.838m-8.5m)【18名】
１１０ｍＨ(1.067m)【18名】
４００ｍＨ【16名】

１８秒００
１７秒５０
１分００秒００

２０００ｍＳＣ(0.762ｍ)【なし】
３０００ｍＳＣ(0.914ｍ)【16名】

１分１５秒００
【制限なし】制限なし

１０分３０秒００
申込資格記録設定なし
※当日28分程度での打ち切りあり

申込資格記録設定なし
※当日32分程度での打ち切りあり

走高跳【16名】

１ｍ７０(1m75)

１ｍ４０(1m45)

棒高跳【16名】

３ｍ００(3m20)

２ｍ００(2m20)

走幅跳【16名】

６ｍ００

４ｍ５０

三段跳【16名】

１１ｍ５０(12m00)

申込資格記録設定なし(9m00)

５０００ｍＷ【なし】

砲丸投(4.000kg)【16名】
砲丸投(7.260kg)【16名】

申込資格記録設定なし(7m50)
申込資格記録設定なし(8m00)

円盤投(1.000kg)【16名】
円盤投(2.000kg)【16名】

申込資格記録設定なし(20m00)
申込資格記録設定なし(25m00)

ハンマー投(4.000kg)【16名】
ハンマー投(7.260kg)【16名】
やり投【16名】
十種競技【9名】

申込資格記録設定なし(20m00)
申込資格記録設定なし(30m00)
３０ｍ００(40m00)
申込資格記録設定なし

七種競技【9名】
4×100m【26チーム】(9/26)

申込資格記録設定なし(25m00)
申込資格記録設定なし

４５秒００

５２秒００

4×400m【27チーム】(9/27)
３分３５秒００
４分２０秒００
※リレー種目において 2019 年度の記録でエントリーする場合は、今年度のメンバーが 2 名以上含まれてい
ること。
※4×100m については、JOC 出場の中学生男女各 1 チームずつを招待する。

