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Press Release No2020048 

2020 年 7 月 22 日 

公益財団法人日本陸上競技連盟 

～高校生がトップアスリートに挑戦する夢舞台を！！～ 

「セイコーゴールデングランプリ陸上 2020東京 ドリームレーン」募集開始！ 

 

平素より本連盟の諸事業にご協力を賜り厚く御礼申しあげます。  

8月 23日（日）、東京・国立競技場にて国内トップ選手が多数出場する 2020 シーズン初の全国規模の陸上競

技会として「セイコーゴールデングランプリ陸上 2020東京」を開催いたします。 

本大会では、多くの大会の中止や延期、そして夏の祭典であるインターハイが中止となり、積み重ねてきた

練習の成果を発揮する場が失われてしまっている高校生に、国立競技場で日本のトップアスリートに挑戦する

「ドリームレーン」と題した夢の舞台を準備いたしました！ 

全国の陸連登録をされている高校生を対象に公募を行い、選考委員会による選考の上、各種目１～２名が本

大会に出場可能です。多くの高校生の挑戦をお待ちしております。 

 

■対象者 

全国の高等学校（高等専門学校）に在学中で、陸連登録をしている方 

（公立・私立・全日制・定時制・通信制は問いません） 

 

■募集期間 

 2020年 7月 27日（月）12時 00分～8月 5日（水）23時 59分 

 

■対象種目 

【男子 9種目】 

100ｍ、200ｍ、400ｍ、800ｍ、1500m、110ｍＨ、400ｍＨ、走幅跳、やり投 

【女子 9種目】 

100ｍ、400ｍ、800ｍ、1500ｍ、3000ｍSC、100ｍＨ、400ｍＨ、走幅跳、やり投 

 

■応募方法 

応募にあたりステップ１は必須、ステップ 2は任意とさせて頂きます。 

 

【ステップ１(必須)】 

Google Form にて、「名前」「性別」「学校名」「学年」「郵便番号」「住所（自宅）」「電話番号」「メールアド

レス」「保護者氏名」「保護者連絡先」「第一希望種目」「第一希望種目自己ベスト」「第二希望種目」「第二希

望種目自己ベスト」「意気込み」「SNS投稿先（Twitter/Instagram）」「SNSアカウント名」を明記の上、投稿

してください。 
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▼応募フォーム 

https://forms.gle/6zi1m3r55ttShGNK6  

 

【ステップ 2（任意）】 

SNS（Twitter/Instagram）へ、「#セイコーGGP」「#ドリームレーン」「#希望種目」を付けて、15秒程度の

競技動画を是非投稿してください。 

※ステップ 2までご応募頂いた方から抽選で、参加賞「セイコーゴールデングランプリ応援グッズ」など

を贈呈致します。（当選は、商品の発送をもって代えさせて頂きます。） 

 

 ▼応募に関するお問い合わせ 

  ggpdreamlane@jaaf.or.jp 

 

■応募規定 

・JAAF公式アカウント（Twitter or Instagram）をフォローして下さい。 

・応募は 1選手につき、1回といたします。（複数種目で記録を持つ方は最大 2種目の応募可）。 

・指導者もしくは保護者による SNSへの代理投稿も可能です。 

・非公開アカウントは対象外です。 

・公序良俗に反する写真・政治活動や宗教活動に関する動画・広告宣伝につながる動画の応募は 

禁止させていただきます。 

・第三者の権利の侵害、個人情報の漏洩をしないようご注意ください。 

・投稿いただいた意気込みメッセージや動画は、日本陸連 HPや SNS、テレビ、配信メディアなどで 

使用させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

■選考について 

・ご応募いただいた意気込みや動画、自己ベストなどを参考に選考委員会（メンバーは後日発表）による選 

考を行い、各種目 1～2名を選出いたします。 

 ・発表は 8月中旬頃を予定しております。 

 

■注意事項 

本ドリームレーンへ応募・選出にあたり、以下 2点についてはご留意ください。 

・ドリームレーンに選出、参加される場合は学校及び保護者の同意を得てください。 

  （同意書は選出者へ後日メールにてお送りいたします。） 

・ドリームレーン参加に伴う交通費及び宿泊費等は各自にてご負担ください。 

 

 

 

 

https://forms.gle/6zi1m3r55ttShGNK6
mailto:ggpdreamlane@jaaf.or.jp
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【選出された場合は、以下感染症対策を必ず遵守いただきます。】 

・感染症対策の為、大会の 1週間前より日本陸連ガイダンスに従い体調管理チェックシートにて管理してい 

ただきます。提出方法については、別途ご案内いたします。 

・受付にて検温及び体調管理チェックを実施いたします。 

・競技もしくは競技前の練習時以外は、マスクを必ずご着用ください。 

・飲食物は各自ご持参ください。 

・少しでも体調に違和感や変化がある場合は、速やかに大会事務局へご連絡ください。 

場合によっては、大会への出場をご遠慮いただくこともございます。 

・また大会終了後 2週間も体調管理チェックシートにて、各自チェックをお願いいたします。 

体調に変化があった場合は、速やかに大会事務局へご連絡ください。 

 

■「セイコーゴールデングランプリ陸上 2020東京」特設ページ 

 http://goldengrandprix-japan.com/ 

 

■陸上競技活動再開のガイダンス 

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/ 

※「On your marks 」～陸上競技活動再開に向けた メッセージビデオ～ 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

公益財団法人日本陸上競技連盟 担当：大嶋/小原 

Email：press@jaaf.or.jp 

 

 

 

http://goldengrandprix-japan.com/
https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/
mailto:press@jaaf.or.jp
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Press Release No2020047 

2020 年 7 月 22 日 

公益財団法人日本陸上競技連盟 

「セイコーゴールデングランプリ陸上 2020東京」 

実施種目決定のお知らせ 

 

平素より本連盟の諸事業にご協力を賜り厚く御礼申しあげます。  

8月 23日（日）に開催いたします「セイコーゴールデングランプリ陸上 2020 東京」の実施種目が決定いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

■男子（11種目） 

１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、１１０ｍＨ、４００ｍＨ、走高跳、走幅跳、 

棒高跳、やり投  

 

■女子（9種目） 

１００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、１００ｍＨ、４００ｍＨ、３０００ｍＳＣ、走幅跳、やり投 

 

 

 

 
＜本件に関するお問合せ先＞ 

公益財団法人日本陸上競技連盟 担当：高橋/和賀/石田 

Email：press@jaaf.or.jp 

 

 

 

mailto:press@jaaf.or.jp
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報道関係各位 

 

Press Release No2020046 

2020 年 7 月 13 日 

公益財団法人日本陸上競技連盟 

 

～国内トップアスリート、そして高校生が国立競技場に集結！～ 

セイコーゴールデングランプリ陸上 2020東京 

開催日程・会場が決定！ 

 

平素より本連盟の諸事業にご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

2020 年 5 月 10 日（日）に国立競技場での開催を予定しておりました「セイコーゴールデングランプリ陸上

2020 東京」につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期を発表しておりましたが、2020 年 8 月

23日（日）に国立競技場で開催することが決定しましたのでお知らせいたします。 

 

今大会は国内トップ選手が多数出場する 2020 シーズン初の全国規模の陸上競技会として、新型コロナウイル 

ス感染拡大防止に最大限配慮しながら実施し、選手の元気な姿をお届けしたいと思います。 

今回は国内選手のみ出場という枠組みに変更いたしますが、今後の陸上界を担う高校生から選抜した選手がト

ップ選手と肩を並べ同じ夢の舞台へ一緒に出場できるように検討しています。詳細は決定次第改めて発表いたし

ます。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、残念ながら一般の観客の皆さまに入場いただくことはできませ

んが、テレビ放送やインターネット配信でお楽しみ下さい。 

 

【大会概要】 

〇競技会名：セイコーゴールデングランプリ陸上 2020東京 

※ワールドアスレティックスコンチネンタルツアー ゴールド認定 

〇開催日程：2020年 8月 23日（日） 

〇開催会場：国立競技場（〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1） 

〇主  催：公益財団法人日本陸上競技連盟 

〇特別協賛：セイコーホールディングス株式会社 

〇主  管：公益財団法人東京陸上競技協会 

〇種  目：現在調整中 

〇放  送：TBS系列全国ネット 午後 3時から生中継 

〇配  信：TVer、TBS FREEにて LIVE配信 

 

※本連盟で策定した「陸上競技活動再開に関するガイダンス」に基づき実施します。 

※今後、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、開催準備をしていきます。 

※感染状況によっては中止となる場合もあります。 
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■本連盟会長 横川浩コメント 

「2020 年は世界中が大きな困難に立ち向かう年となりました。新型コロナウイルスの影響により、多くの競技

会が中止や延期となり、活動を自粛する日々が続いておりましたが、陸上競技界は、この 7 月、新たなスタート

をしております。 

 そのような中、文部科学省、スポーツ庁、そして東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のご

支援を賜り、国立競技場を会場とするセイコーゴールデングランプリ陸上 2020 東京の開催の機会を頂きました。 

栄えある国立競技場の舞台から、 競技会再開を待ちわびたアスリートたちの元気な姿と陸上競技の魅力を存

分に届けて参ります。 

今大会は新型コロナウイルスの感染予防対策を最優先とし、 陸上競技を支えて頂いている方々、 陸上競技を

応援して頂いている方々と会場で喜びを分かち合うことは叶いませんが、皆様の思いを大切にその日を迎えたい

と思います。 

日夜奮闘する医療従事者の皆様及び社会生活を支えてくださっている方々、並びに競技会開催にご尽力を頂き

ました関係各位に、参加するアスリートともども、私ども日本陸上競技連盟は、心より感謝申しあげます。」 

 

 

 

■「セイコーゴールデングランプリ陸上 2020東京」特設ページ 

 http://goldengrandprix-japan.com/ 

 

 

■陸上競技活動再開のガイダンス 

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/ 

※「On your marks 」～陸上競技活動再開に向けた メッセージビデオ～ 

 

 

 

 

 

 

 ＜本件に関するお問合せ先＞ 

公益財団法人日本陸上競技連盟 担当：高橋/和賀/石田 

Email：press@jaaf.or.jp 

http://goldengrandprix-japan.com/
https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/
mailto:press@jaaf.or.jp
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