長野サマー・トライアル２０２０（20170312） 大会要項
兼 第 63 回東海陸上競技選手権大会長野県予選会
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
４ 会

日 ２０２０年（令和２年）７月１８日（土）･１９日（日）
競技開始（予定） １８日 １２：００～、 １９日 ９：００～ （予定）
場 松本平広域公園陸上競技場（171020）

５ 種

目

１日目
1500m

男
子

女
子

100m
４00m
110mH(1.067m)
走高跳 HJ 走幅跳 LJ
砲丸投 SP(7.260kg)
やり投 JT(800g)

２日目
200m
800m
5000m
４00mH(0.914m) 3000mSC(0.914m) 5000mW
棒高跳 PV
三段跳 TJ
円盤投 DT(2.000kg) ハンマー投 HT(7.260kg)

100m
４00m
1500m
100mH(0.838m-8.5m)
走高跳 HJ
走幅跳 LJ
砲丸投 SP(4.000kg)
やり投 JT(600g)

200m
800m
5000m
４00mH(0.762m) 3000mSC(0.762m) 5000mW
棒高跳 PV
三段跳 TJ
円盤投 DT(1.000kg) ハンマー投 HT(4.000kg)

６ 競技規則 ２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による。
７ 参加資格 ２０２０年度日本陸上競技連盟登録者とする。
８ 参加制限 本競技会は、第 63 回東海陸上競技選手権大会の予選会を主目的とするため、以下の参加制限を満たす者
のみエントリーを受け付ける。
(1) 昨年度の長野県内ランキングで当該種目において 20 位以内に入っており、本大会において東海陸上
競技選手権大会への出場権を得た場合、参加する意志を明確に持っている者。更に東海選手権の結果
次第で、翌年の日本選手権への出場を目指している者。
(2) 出場は 1 人 2 種目までとする。
９ 参 加 料 １種目につき１，０００円(本大会のコロナ対策特別措置として、大会前日までの振り込みを可とする)
10 申込期間 ７月３日（金） 17 時必着
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、
必ず次のアドレスへ連絡すること。
E-mail：naa_kyogi@nagano-rk.com ※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。
(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: 1
(一財)長野陸上競技協会

(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（支部 陸 協と して 申し
込 む 場合 は代 表者 名 ）を 挿 入すること。
12 そ の 他 (1)参加者の所属については，２０２０年度登録の所属とする。
(2)大会での傷害等については応急処置のみ主催者にて行うが，以降の責任は負わない。
(3) ナンバーカードについて
①一般競技者(大学生含む)＝空白でよい。(ナンバーカードは当日レンタルします。)
②高校生＝高体連ナンバーと同一(ナンバーカード･安全ピンは各自持参)
③中学生＝県陸協登録番号(ナンバーカード･安全ピンは各自持参)
＊一般・高校・中学は県陸協への登録を完了していること
＊ナンバー登録方法は県陸協もしくは中体連陸上競技部ＨP を参照のこと
(4) 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。
(5) フィールド競技ではトップ８の設定を予定しているが、参加人数により試技数を調整することもあ
る。
(6) 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/
（７）
「新型コロナウィルス感染症の状況によっては、大会を中止する場合がある。また、エントリー後
であっても県外からの参加を制限する場合がある。
」
(8) 本大会は日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開のガイダンス」
、文科省「学校における新型コロナウ
ィルス感染症に関する衛生管理マニュアル」
、長野県教育委員会「県立学校再開ガイドライン」
、なら
びに本大会申し合わせ事項により大会・競技運営を行うため、下記別途記載の注意事項を確認の上、
競技会開催 1 週間前の検温及び体調のチェックリスト（別添）を作成し、競技会当日選手受付に提
出する。また競技会終了後 2 週間の検温及び体調のチェックリスト（別添）を作成し、主催者が提出
を求めた場合速やかに郵送，Fax，メールのいずれかで送付すること。
(9) 第 63 回東海選手権への出場権は、本大会各種目上位 8 名が得るものとする（他都道府県登録者は
対象外）
。ただし、男女 10000m は同 5000m、男女 10000mW は同 5000mW とする。また、男女 10000m に
ついては、出場希望者の長距離種記録等により普及強化委員会が選考する。
リレー種目については、昨年のメンバーが存在するランキング上位チームを理事長が推薦する。ま
た、各種目 8 名（チーム）に満たない場合および東海選手権で入賞可能であると判断できる場合は、
東海選手権大会要項による「理事長推薦」を行う。
「理事長推薦」と 10000ｍ出場を希望する場合は、
チーム代表者が事前に E-mail でエントリー締切時までに、やむを得ず当日の場合は競技終了後速や
かに理事長に申し出でること。出場の可否は 8 月 10 日頃までに通知する。
E-mail：naa_kyogi@nagano-rk.com
(10) 第 63 回東海選手権の大会要項及び申込方法は後日掲載します。
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、
の取り扱
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
について
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、共催者及び主催者、共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。
14 お問い合 一般財団法人 長野陸上競技協会 競技運営委員会競技部
わ せ 先

naa_kyogi@nagano-rk.com

(一財)長野陸上競技協会

新型コロナウィルス感染症対策について
１ 参加者（競技者・監督・コーチ・引率顧問）
（１） 競技会前日まで
①競技会１週間前から検温を行い、指定の報告書に記載し競技会当日提出できるよう準備する。
②日頃の体調管理と体調チェックを徹底する。
（２） 競技会当日
①検温を行い、体調不良・平素より高い体温が認められる場合は参加しない。
②自分の競技時間（ウォーミングアップなど各自の計画による）に合わせて来場し、自分の競技終了後は速やか
に帰路につく。
③指定の報告書に記載したものを、選手受付時に提出する。
④こまめに石けんによる流水の手洗い、またはアルコール手指消毒剤（学校毎に持参）を用いた手指消毒に努め、
手を清潔に保つ。
⑤３密（密閉空間・密集場所・密集場面）を避けることを徹底する。
⑥ウォーミングアップは個別に行う。
⑦更衣室の滞在は短時間にする。
⑧運動中につばや痰を吐くことは極力行わない。
⑨競技終了後のうがい・手洗い・洗顔、競技用具使用後の手洗いを徹底する。
⑩個人でできる感染症対策（マスク着用（運動時を除く）
・手洗い・うがい・洗顔・咳エチケット、体調管理など）
を徹底する。
⑪観戦・応援時のソーシャルディスタンスを確保する。集団応援はしない。
（３） 競技会後日
競技会終了後、体調管理・検温を行い、２週間以内に発熱などの症状があった場合には、最寄りの保健所、医師
会、診療所等に報告し相談後、必ず競技会主催者に連絡する。連絡先：naa_kyogi@nagano-rk.com
２ 無観客競技会のお願い
今回の競技会は、新型コロナウィルス感染症対策（３密を避ける、選手の待機スペースの確保、招集場所の確保、
選手や競技役員の動線の確保など）のため、無観客にて実施します。
大変申し訳ありませんが、本競技場・ウォームアップ会場および競技場周辺での観戦・競技者への付き添いなど
はご遠慮いただきますよう、ご理解とご協力をお願い致します。

(一財)長野陸上競技協会

