平成 31 年度日本体育大学陸上競技会
要項

1． 主

催

日本体育大学陸上競技部

2． 運 営 協 力

関東学生陸上競技連盟

3． 期

別紙『平成 31 年度日本体育大学陸上競技会 開催日程』を参照

4． 場

日
所

5． 競 技 種 目

日本体育大学健志台陸上競技場（143050）
＜男子 19 種目＞
100ｍ 200m 400m 800m 1500m 110mH 110mJH 400mH
4×100mR 4×400mR
走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投
十種競技
＜女子 19 種目＞
100ｍ 200m 400m 800m 1500m 100mH 100mJH 400mH
4×100mR 4×400mR
走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投
七種競技
※① エントリー数により、記録で出場制限を行う場合がある。
※② 出場制限に該当した場合、メールにてお知らせする。
※③ 110mJH 100mJH のエントリーの依頼はメールにて対応をする。
※④ 混成競技は、行わない場合もある。その場合、事前に競技会サイトにてお知ら
せする。

6. 出 場 資 格

平成 31 年度（財）日本陸上競技連盟登録者であって、フィールド種目は 2019 年
4 月 14 日までに標準記録（下表）を突破したものに限る。また、2019 年 1 月 1
日から 2019 年 4 月 14 日までに開催された競技会での記録を資格記録とする場合
は、資格記録を樹立した公認競技会の主催者が発行する記録証（コピー可）
、また
は当該競技会の結果が表示されたウェブサイト画面などを印刷し、申し込みの際
にメールで提出すること。なお、申込受付後の資格審査で不備等が発覚した場合
は失格として取り扱うことがある。

7. 参 加 料

種目

男子

女子

HJ

1m80

1m55

PV

無し

無し

LJ

6m70

5m00

TJ

14m00

11m00

やり

58m50

無し

円盤

38m00

無し

砲丸

無し

無し

ハンマー

45m00

無し

１種目 ﾄﾗｯｸ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ種目 1000 円(当日 1500 円)
混成種目 2000 円(当日 2500 円) ／ リレー種目 1500 円(当日 2000 円)
※天候等のやむを得ない事情により、競技会が中止・中断した場合の返金は、一切
行いません。あらかじめ、ご了承下さい。

8. 申 込 方 法

インターネット申し込み （http://www.nittai-tf.com）電話申込不可

9．競 技 方 法

競技は、2019 年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会申し合わせ事項によ
り実施する。

10. そ の 他

競技中に発生した傷害、疾病についての応急処置は主催者側で行うがそれ以後の責
任は負わない。
ただし、2019 年度公益社団法人日本学生陸上競技連合普通会員は、
原則としてスポーツ安全保険に加入しているので、この保険が適用される場合が
ある。

11．連絡先

〒227-0035

神奈川県横浜市青葉区すみよし台 30-14 日本体育大学陸上競技部本部
主務

菊地 純輝

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nittai-honbu@d02.itscom.net
FAX

045-962-0548

＜競技会 申し合わせ事項＞

１． 本競技会は、平成 31 年度日本陸上競技連盟規則にて実施する。

２．

トラック種目について
1)トラック種目においては、競技開始１時間前までに一次コールを１００ｍスタート地点にて行う。
コール完了時間に遅れると、原則として当該種目を棄権したものとする。
2)競技開始 30 分～15 分前までに最終コールを当該種目スタート地点にて行う。また、棄権する
選手は出発係まで申し出ること。
3)腰ナンバーカードは最終コールの際に配布する。
4)最終コール終了後はスタート地点で待機する。その後の行動により出場できなかった場合は
自己責任とし、原則として大会側は責任をとらないものとする。

３．

フィールド種目について
フィールド種目においては、１次コールは行わず、競技開始３０分前に最終コールを現地にて行う。
三段跳びの踏切版は原則として男子は 12m、女子は 10m とする。
棒高跳びのポールの貸し出しは行わない。各自で用意することを前提にエントリーをすること。
業者等の手続きは一切行わないが、受け取りは行う。

４．

リレー種目について
1)リレー種目においては、競技開始時刻の 1 時間前までにオーダー用紙を大会本部に
提出すること。提出のない場合は原則として失格とする。
2)ユニフォームは同一のものを着用すること。同一でない場合は失格とする。

5．

当日エントリーについて
当日エントリーの受付はその日 1 番最初の競技開始時刻の 2 時間前から 1 時間前の
時間帯のみ行う。指定の時間帯以外は一切受付を行わない。当日エントリーは原則として
混成競技は行わない。
当日エントリーの有無は、競技会サイトより事前に掲載致します。

6.

二次レースについて
1)トラック種目に限り、二次ﾚｰｽを実施する。受付は、大会本部にて各ﾚｰｽ開始次第随時行う。
最終組終了後 30 分で受付を終了する。 また、番組編成は本部にて行う。
2)料金は 1 種目 1500 円とする。
3)800ｍ･1500m の二次ﾚｰｽは実施しない。
4)二次ﾚｰｽのみのエントリーは行わない。ただし、当該種目ではない他の種目に
出場している場合は出場を認める。

例.100m 出場→400m の 2 次にエントリー

5)二次ﾚｰｽはバックストレートで行う場合がある。競技開始時間の変更があった場合は
アナウンスによって連絡をする。

7．

ナンバーカードについて
1)ナンバーカードの大きさは B５版で、数字は太く、審判が明瞭と判断できるものを
男子は黒字、女子は赤字で各自用意する。
2)使用済みゼッケンの裏面、テーピングやテープを貼ったゼッケン等を使用することは、
写真判定の正確性が損なわれる為一切これを禁止とする。
3)ナンバーカードを用意できない場合は当日、大会本部にてナンバーカード用布を\200
安全ピンを\100 で販売する。油性ペンの貸し出しも行っている。

8．

9．

10．

競技中の事故に関しては、応急処置は行うがその後の責任は一切負わない。

記録証は１枚￥３００とし、発行希望者は本部まで申し出ること。

その他
1)車両申請はエントリー時に行う。その後の申請は一切受け付けない。
校内外に無断で駐車され通報があった場合は、次回以降の出場を認めない。
2)盗難･紛失について大会側は一切の責任を負わない。
3)盗難･盗撮をみつけた場合はただちに大会本部が確認のうえ警察に通報する。
4)出場人数によって種目の開催日が変わる場合がある。
5)ごみは必ず各自持ち帰ること。
6)原則として、大学施設内への侵入を禁止とする。大会側の指定した施設を利用すること。
7)その他、不明な点は大会本部まで問い合わせること。

＜問い合わせ先＞
〒２２７－００３５
神奈川県横浜市青葉区すみよし台３0－14
日本体育大学陸上競技部本部
TEL

045-962-0520

ＦAX

045-962-0548

ＭＡＩＬ info@nittai-tf.com

