
２０１９年度

名古屋地区陸上競技協会　要覧

名古屋地区陸上競技協会

小・中学生用



大会番号 競　　技　　会　　名 場　　　所 締め切り日 問合せ先 申込方法

１０２
名古屋地区小学生春季記録会

(小学)
知　　　多 4月23日(火)

<小学校>
植田　宛 ＷＥＢ

１０３
中学混成・記録会、小学生大会

（小学、中学）
知　　　多 4月26日(金)

<小・中学校>
植田　宛 ＷＥＢ

パ ロ マ

パロマ北

１０５
名古屋地区小学生夏季記録会

(小学)
半　　　田 7月10日(水)

<小学校>
植田　宛 ファイル

１０６
名古屋地区小学生秋季記録会

(小学)
知　　　多 8月27日(火)

<小学校>
植田　宛 ＷＥＢ

知　　　多

パロマ、パロマ北

※

9月16日(月・祝)

１０７

5月12日(日)

9月21日(土)

6月16日(日)

8月4日(日)

１０４

中学新人大会
（中学）

4月30日(火・休)

5月18日(土)

5月１日(水・祝)

9月23日(月・祝)

6月15日(土) 中学通信名古屋地区予選
（中学）

10月5日(土)
名古屋地区小中学生秋季陸上

（小学、中学）
知　　　多 9月17日(火)

２０１９年度名古屋支部競技会予定 

月　　　日

１０８

名古屋市陸上競技協会主催事業

締め切り日を必ずお守りください。大会プログラム編成会議はほとんどが手作業で行われてい
ます。締め切り後の受付、変更はできません。

<小・中学校>
植田　宛

<中学校>
植田　宛

<中学校>
植田　宛

知　　　多
名古屋地区中学生春季陸上

（中学）
１０１

5月27日(月)

ＷＥＢ

4月15日(月) ＷＥＢ

ＷＥＢ

ＷＥＢ

9月3日(火)
<中学校>
植田　宛
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１．登録関係

【一般】 〒４６１－００２７

【中学校】

２．競技会関係

【一般】 勝見　昌弘　宛

【高校】

【小・中学校】 〒４７０－３４１２

３．審判部関係

上記２、競技会関係と同様です。

                                         

     Ｅ-mail  ：  carisann@tac-net.ne.jp

一　般・高　校　　勝見　昌弘

小学校・中学校　　植田　准次

　知多郡南知多町大字豊浜字大城４５

     植田　准次　　宛

     ℡（０９０）３５８４－９１９８

     ℡（０５６９）６５－０２２５

　名古屋市東区芳野２－７－５１

     名古屋市立工芸高等学校

        赤司　学　　宛

        ℡（０９０）４６２６－２６６９

＜名古屋市内＞

〒４５３－０８１５

        学校：℡（０５２）９３１－７５４１　Fax（０５２）９３１－６５８２

　名古屋市中村区北畑町 １－８

　   名古屋市立豊国中学校

        三浦　雅史　　宛

        ℡（０５２）４８１－４１９１、４１９２

　日進市梅森町向江 １５９７－１

　　 日進市立日進西中学校

４．その他の問い合わせ

 神保　和幸　宛

    mail ： toiawasetandf@yahoo.co.jp

連絡・問い合わせ一覧

〒４７０－０１３２

＜知多・愛日地区＞

        釜下　隼亮　　宛

        ℡（０９０）８７３３－６０７４

     mail   : toiawase.nagoya@gmail.com
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　２　朝の段階で『Ｊアラート』が発令された場合は、市町村等
　　の報道を確認し行動してください。

  ３　大会開催中に「暴風警報」『特別警報』が発令された場
　　合、大会はその時点で中止します。

　４　競技中に『Ｊアラート』が発令された場合は、一時競技を
　　中断し安全を確保します。
　　　その後、解除の際は競技を再開します。

  ５　その日の大会が中止となった場合には、未実施種目（完
　　了していない競技を含みます）の参加料を返金します。

名古屋地区陸上競技協会主催大会および
名古屋市陸上競技協会主催大会における
暴風警報・特別警報・Ｊアラート等発令時の

対応について

  当日、知多・愛日・名古屋地区のいずれかの市町において、

「暴風警報」『特別警報』『Ｊアラート』等が発令された場合には、

以下のように対応いたします。

　１　午前6時の時点で「暴風警報」『特別警報』が発令されて
　　いた場合、大会は中止します。
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　　・参加料は口座振込（下記３．参加料の振込先）となります。

　　　申込〆切日までにお願いします。

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　口座番号　　　００６５２６７　　

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

４．プログラム予約販売等について

                                         

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

小・中学校関係競技会の申込みについて

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技
時間の確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡くださ
い。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

送付用紙・申込金額確認用ファイルはＷＥＢ申込で使用するファイル(entry.xls)をお使いください。

１．参加料（プログラム代を含む）について

２．一覧表と個票について

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

　　 http://nagoyatf.xyz/ ☜ ３１年度から変更

　(１) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

　・小学生のナンバーカードについては、 4年生以上は県登録番号を使用するものとする。

   ・中学生のナンバーカードについては、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

３．参加料の振込先

５．その他
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　①　ニシ・スポーツホームページより学校情報・選手の登録を行う。

http://nishi-nans21v.com/
※登録は初回のみになります。選手の追加・学校情報の変更があった場合のみ
　 手続きが必要になります。

※くわしい登録方法はホームページに掲載しております。

　②　ニシ・スポーツホームページより競技会エントリーを行う。

http://nishi-nans21v.com/

（Ⅰ）上記アドレスからログイン

（Ⅱ）競技会エントリーをクリック

（Ⅲ）競技会の『詳細』ボタンを押し、『エントリー』ボタンを押す。
　※エントリー期間中は『エントリー』ボタンがオレンジ色になっています。

（Ⅳ）『エントリー』ボタンを押すと

ＷＥＢ申込方法
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（Ⅴ）上記画面が表示、一覧に団体名がある場合は、『一覧から選択して登録する』ボタンを
押しそうでなければ『新しく所属を登録する』ボタンを押す。

（Ⅵ）『登録』ボタンを押すと上記画面が表示される。※初回は選手名は入っていません。

（Ⅶ）上記画面よりエントリーシートをダウンロードする。
　※初回は『ダウンロード』２回目以降は『修正する場合はこちら』を選択してください。

（Ⅷ）以降の作業はホームページをご覧ください。
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大会番号　１０１

１．期  日 

２．場  所

３．種  目

　 〔 男　子 〕

棒高跳(参加人数フリー)，走幅跳，砲丸投（5.0㎏），円盤投（1.5kg）

　 〔 女　子 〕

　 〔 男　子 〕 ２００ｍ，８００ｍ，３０００ｍ，１１０ｍＨ，４×１００ｍＲ

走高跳，ジャベリックスロー

　 〔 女　子 〕 ２００ｍ，８００ｍ，３０００ｍ，１００ｍＨ，４×１００ｍＲ

ジャベリックスロー

４．参加制限 〔男女共通〕

(３) リレーについては１校２チーム以内とする。

５．参加料 〔男女共通〕 １種目５００円　　　リレー１チーム５００円

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

   ・ナンバーカードは、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

９．申込締切

１０．その他

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

　　 http://nagoyatf.xyz/

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ

　              　　　（２）　その他

　　　              （１）　ＷＥＢ申し込みについて

(４)参加校等には、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。

名古屋地区中学生春季陸上競技大会

(２) １校の１種目の参加は、トラック４名、フィールド３名、棒高跳は
    フリーとする。

(１) 男女とも学年指定のない種目は全て共通とする。

２０１９年４月３０日（火・休）、５月１日（水・祝）

知多運動公園陸上競技場

走高跳，走幅跳，棒高跳(参加人数フリー)，砲丸投（2.7㎏），円盤投（1.0kg）

◎第１日（4月30日(火・休)）

◎第２日（5月１日(水・祝)）

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

　　口座番号　　　００６５２６７　　

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の確認は
ホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

２０１９年４月１５日（月）

(１) ４ページの「小中学校関係競技会の申込みについて」もご覧ください。

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

☜ 2019年度から変更
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１．期  日 

２．場  所 知多運動公園陸上競技場

３．種　目

共通

３年以下：

４　　　年：

５　　　年：

６　　　年：

リ レ ー ：

４．参加制限

５．注意事項

６．参加料

７．参加料の
　　　振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

８．表　　彰 各種目８位まで表彰する。

９．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

１０．申込締切

１１．そ の 他

(４) 参加チームには、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。

　　　　　※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

　　３年生以下は、各団体で割り振ったナンバーカードを使用する。

(２) 各種目の１団体あたりの人数制限はしない。

(３) リレーはその種目毎に１団体「４チーム」までとする。

(１) トラック競技におけるスタートの合図は英語とする。（「On your marks」、「Set」）

(３) 共通種目は５年生、６年生とする。

(６) 走幅跳とジャベリックボール投の試技は２回とし、トップ８は行わない。

(１) ４ページの「小中学校関係競技会の申し込みについて」も参考にご覧ください。 

(２) ナンバーカードについては、４年生以上は県登録ナンバーカードを使用する。

名古屋地区小学生春季記録会

　１ 種目 ３００円、　　　リレー　 １ チーム ４００円

　　口座番号　　　００６５２６７　　

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の
確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

※振り込む際には、必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

　　　　　大会番号　１０２

　５０ｍ、８０ｍＨ(高さ＝６０ｃｍ)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

(１) 個人種目は「１人２種目以内」、リレー種目は「１人１種目」とする。

　※　１００ｍとコンバインドＡまたはＢは可。 ４年生のフィールド２種目の申し込みは不可とする。

（男子、女子）

(３) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

２０１９年４月２３日（火）

【小学生春季記録会担当　佐々木博幸（090-4404-5330）】

(５) 走高跳は、一つの高さにおける試技を２回とする。

２０１９年５月１２日（日）

　５０ｍ、走幅跳

　１００ｍ

　１００ｍ

　４年混合４×１００ｍＲ、５年混合４×１００ｍＲ、６年混合４×１００ｍＲ

（男女混合）

※　コンバインドＡの「８０ｍＨ」は、従来の基準で競技を行う。

コンバインドＡ（８０ｍＨ＋走高跳） コンバインドＢ（走幅跳＋ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投）

(２) 混合リレーは男女各３名までの登録とし、うち各２名の構成で走り、その走順は自由とする。

※　コンバインド種目は、得点表を基準に計算し順位を決定する。

　　 http://nagoyatf.xyz/ ☜ 2019年度から変更

　　　　　　〒476-0002　東海市名和町奥油田 15-16　　佐々木博幸　あて

（１） 今年度からＷＥＢ申し込みです。

（２）　申込完了後、申込書を印刷し、下記担当に郵送する。

(４) ３年以下の走幅跳は実測とする。

(７) ４年生の走幅跳についても、試技は２回とし、トップ８は行わない。
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大会番号　１０３

１．期  日 

２．場  所 知多運動公園陸上競技場

３．種　目 【混成競技の部】

（中学男子）

（中学女子）

（中学男子）

（中学女子）

（小学生=男・女）

４．参加制限 〔中学生〕

(４) 混成競技は１校１種目４名まで、記録会は１校１種目４名までとする。

 棒高跳はフリーとする。　リレーは、種目毎に１校２チームまでとする。

〔小学生〕

(３) リレーはその種目毎に１団体２チームまでとする。

(６) ３年以下の走幅跳は、実測とする。

〔小中学校共通〕

５．参加料

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。（小学生は原則として学年毎に表彰する。）
混成競技は、県混成標準記録突破者も表彰する。

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

５　　　年 ： １００ｍ

共　　 通 ： コンバインドＡ（80mH＋走高跳）、コンバインドＢ（走り幅跳＋ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投）

　（コンバインドＡとＢの両種目は不可。 １００ｍとコンバインドＡまたはＢとは可とする。）

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ， １５００ｍ， ３０００ｍ， １年１００ｍＨ， 

１１０ｍＨ，低４×１００ｍＲ（２年-１年-１年-２年）,  ４×１００ｍＲ，

棒高跳(参加人数フリー)， 走幅跳， ジャベリックスロー

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ， ８００ｍ， １５００ｍ， １年１００ｍＨ， 

(１) １人２種目まで（トラック１種目、フィールド１種目まで）とする。（リレーは含まない。）

　　地区予選には１種目しか出場できない。

　　　              （１）　WEB申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/ ☜ 2019年度から変更

第６５回全日本中学通信陸上競技名古屋地区混成競技大会
兼　名古屋地区小学生記録会

３年以下 ： ５０ｍ， 走幅跳

四種競技 （１１０ｍＨ，砲丸投（4.0㎏），走高跳，４００ｍ）

四種競技 （１００ｍＨ，走高跳，砲丸投（2.7㎏），２００ｍ）

１００ｍＨ，低４×１００ｍＲ（２年-１年-１年-２年）,  ４×１００ｍＲ，

棒高跳(参加人数フリー)， 走幅跳， ジャベリックスロー

　（コンバインドＡの「８０ｍＨ」は、従来の基準で競技を行う。）

２０１９年５月1８日（土）

　　口座番号　　　００６５２６７　　

【記録会の部】

リ  レ ー  ： ４年混合４×１００ｍＲ， ５年混合４×１００ｍＲ， ６年混合４×１００ｍR

〔小　 学　 生〕    １種目３００円　　　　リレー１チーム４００円

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

４　　  年 ： ５０ｍ， ８０ｍＨ（高さ＝６０ｃｍ）， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投

(２) 各種目の１団体あたりの人数は４名までとする。

６　　　年 ： １0０ｍ

〔中 学 混 成〕    １種目５００円

〔記録会中学〕    １種目５００円　　　　リレー１チーム５００円

(５) 共通種目は５年生と６年生とする。

(３) 混成競技は通信陸上の予選会であるので、これに出場した者は６月の通信

(１) 混成競技の参加については、日本中体連に加盟する中学校の生徒で、

　　学校長が参加を認めた者とする。

(２) 混成競技は，必ず在籍する中学校名で参加すること。

　　クラブチーム及び個人登録での参加は認めない。

(５) 低４×１００ｍＲの走順は 「 ２年─１年─１年─２年 」 とする。

(４) 混合リレーは男女各３名までの登録とし、うち各２名で走り、その走順は自由とする。

（１）参加校等には、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。
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　              　　 （２）その他

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

９．申込締切

11．その他

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

２０１９年４月２６日（金）

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の
確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

混成競技については、本大会上位8名と，通信陸上県大会標準記録突破者が出場資格を得る。

10．通信陸上県大会への出場

   ・小学生についても、トラック競技のスタート合図は英語とする。（「On your marks」、「Set」）

(１) ４ページの「小中学校関係競技会の申し込みについて」もご覧ください。

   ・小学生のナンバーカードについては、４年生以上は県登録番号とする。

   ・中学生のナンバーカードについては、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

　　　　（３年生以下については、各チーム等で割り振ったナンバーカードとする。）

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。
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１．期  日 

２．場  所

３．種　目 ◎第１日（6月15日）

◎第２日（6月16日）

４．参加資格

(２) 本年度は特に参加標準記録を設けない。

(３) クラブチーム及び個人登録での参加は認めない。

　　必ず在籍する中学校名で参加すること。

５．参加制限

６．参加料 １種目５００円　　　　リレー１チーム５００円

７．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

８．表　彰 各種目８位まで及び県通信標準記録突破者を表彰する。

９．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

　              　　　（３）　その他

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

第６５回全日本中学通信陸上競技大会名古屋地区予選会
兼　第４６回全日本中学生陸上競技選手権大会名古屋地区予選会

大会番号　１０4

２０１９年６月１５日（土）、６月１６日（日）

パロマ瑞穂スタジアム ・パロマ瑞穂北陸上競技場

　　【男　子】　１年１００ｍ、 ２年１００ｍ。 ３年１００ｍ、 ４００ｍ、 １年１５００ｍ、 ２年１５００ｍ、 ３年１５００ｍ、

(２) 学年別種目はその学年の生徒に限る。共通種目には全学年の生徒が出場できる。

   　　  　　（オープン）　棒高跳(参加人数フリー)、 １年走幅跳、 １年砲丸投( 2.7kg )、 ジャベリックスロー

　　【女　子】　１年１００ｍ、 ２年１００ｍ、 ３年１００ｍ、 １年１５００ｍ、 ２年１５００ｍ、 ３年１５００ｍ、

　　　　　　（オープン）　１００ｍ、 １年１００ｍＨ、 １年走高跳、 円盤投（1.5㎏）

   　　  　　（オープン）　棒高跳(参加人数フリー)、 １年走高跳、 １年走幅跳、 ジャベリックスロー

口座番号　　　００６５２６７　　

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。
競技時間の確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

　　 http://nagoyatf.xyz/

　　　　　　　　砲丸投（2.7Kg）

　　【男　子】　２００ｍ、 ８００ｍ、 ３０００ｍ、 １１０ｍＨ、 ４×１００ｍR（決）、 走高跳、 走幅跳

(１) １校１種目４名。この大会の２日間で１人２種目 （リレーは含まない） まで。 リレーは １校 １チームとする。

(３) 通信混成競技名古屋地区予選 (5/18 知多) の混成競技に出場した者は，この予選会では １種目の出

　　　　　　（オープン）  １００ｍ、 １年１００ｍＨ、 １年砲丸投( 2.7kg )、 円盤投（1.0㎏）

　　　　　　　　４×１００ｍＲ、 棒高跳、 砲丸投( 5.0kg )

　　【女　子】　２００ｍ、 １年８００ｍ、 ２年８００ｍ、 ３年８００ｍ、 １００ｍＨ、 ４×１００ｍR（決）、 走幅跳、

　　　　　　　　４×１００ｍＲ、 走高跳

（１）WEB申し込みについて

（２）その他

   ・ナンバーカードは、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

☜ 2019年度から変更

(１) 日本中体連に加盟する中学校の生徒で，学校長が参加を認めた者。

(5) 参加校には、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。

 　 場となる。（リレーは含まない。）

※振り込む際には、必ず学校名を明記すること。

(４) オープン種目の参加人数は，１校１種目４名までとする。（ただし，１００ｍと棒高跳はフリーとする。）

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土
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10．申込締切

12．その他

種　　　目 写 真 判 定 種　　　目 写 真 判 定

１年  　１００ｍ １３″２０　 １年  　１００ｍ １４″３０　

１年　１５００ｍ ５′００″００　 ２年　　１００ｍ １３″６０　

２年　　１００ｍ １２″２０　 ３年　　１００ｍ １３″４５　

３年　　１００ｍ １１″８４　 共通　　２００ｍ ２７″９０　

共通　　２００ｍ ２４″２０　 ２′２７″５０　

共通　　４００ｍ ５５″００　 （１年生＝ ２'３５"００）

共通　　８００ｍ ２′０９″５０　 共通　１５００ｍ ５′００″００　

共通　１５００ｍ ４′２５″００　 共通　１００ｍH １７″００　

共通　３０００ｍ ９′４０″００　 共通 4×100ｍR ５２″９０　

共通　１１０ｍH １７″２０　 共通　  走高跳 １ ｍ ４ ５　

共通 4×100ｍR ４６″５０　 共通　  走幅跳 ４ ｍ ６ ５　

共通　  走高跳 １ ｍ ６ ５　 共通　  砲丸投 ９ｍ５０ (2.721kg) 

共通　  棒高跳 ３ ｍ ２ ０　 共通　四種競技 １８００点　

共通　  走幅跳 ５ ｍ ７ ０　

共通　  砲丸投 ９ｍ３０ (5.0kg) 

共通　四種競技 １７００点　

　　　　　　　　　　　　　※ 公認記録の有効期間 ： 「２０１８年４月１日～県通信申込締切日の前日」

共通　　８００ｍ

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

11．通信陸上県大会への出場

(１) 本大会上位８名と，通信陸上県大会標準記録突破者が出場資格を得る。

　　　　通信陸上県大会が共通種目であるため，各学年を合わせた中から上位８名を決定する。

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で，当日の販売は行わない。

(２) オープン種目については，記録は公認されるが，県大会への出場の対象外とする。

　　※　男子の２年，３年の１５００ｍ，女子の１年，２年，３年の８００ｍおよび１５００ｍについては，

２０１９年５月２７日（月）

(１) ４ページの「小中学校関係競技会の申込みについて」もご覧ください。

男　　　　子 女　　　　子

　　※【参考】　通信陸上県大会・参加標準記録 （公認記録に限る。追い風参考記録は認めない。）
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大会番号　１０５

１．期  日 

２．場  所

３．種　目

４．参加資格

５．参加制限

６．ナンバー
　　　　　　カード　　　　　カード

７．参加料

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

９．表　彰

10．申込場所・方法など

11．申込締切

12．注意事項 （１）　オールウェザートラックであるので、特にこの夏季大会には裸足で競技をしない。

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

２０１９年７月１０日（水）必着

　　　　　　http://hirahira.starfree.jp ☜ 2019年度から変更

  ※　申込用ファイルは下記ＵＲＬからダウンロードできます。

各種目８位まで表彰する。

（３）　混合リレーは、男女各３名以内の構成とし、うち各２名で走り、その走順は自由とする。

(１) 名古屋地区（名古屋市，知多地区，愛日地区）内の小学校に在籍する児童であること。

(３) プログラムは １冊３００円。参加申込みと同時に予約してください。

            h21airiku758@yahoo.co.jp

  ・Ｅ-mailの送り先（アドレス）

（２）　トラック競技におけるスタートの合図は英語とする。（「On your marks」、「Set」）

(２) 各種目の，１団体あたりの人数は５名以内とする。

（２）　トラック種目はクラウチングスタートとする。

　　フィールドのみの２種目は不可とする。

４年生以上は県登録ナンバーカードを使用するものとする。

　（３年生以下については、各チーム等で割り振ったナンバーカードとする。）

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

　・申込はE-mailでの受付になっています。ご協力下さい。

(１) １団体あたり １，０００円 および １種目２００円。リレーは，各リレー １チーム４００円。

(２) 個人参加の小学生については， １種目３００円。（※ 団体参加料は不要。）

８．参加料の振込先

名古屋地区小学生夏季記録会

２０１９年８月４日（日）

半田運動公園陸上競技場

〔個人種目＝男・女〕

　　　　　　　　 ： ４年混合４×１００ｍＲ，　５年混合４×１００ｍＲ，　６年混合４×１００ｍＲ

　　　　　　（５年、６年の「８０ｍＨ」は、従来の基準で競技を行う。）

　　　３年以下 ： ５０ｍ， 走幅跳

　　　４　　　年 ： ５０ｍ， ８０ｍＨ(高さ＝60cm)， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投 

　　　５    　年 ： １００ｍ， ８０ｍＨ， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投

　　　６    　年 ： １００ｍ， ８０ｍＨ， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投

〔 リレー種目＝男女混合４×１００ｍＲ 〕

　　※　リレーについては各リレーとも，１団体あたり ３チームまでとする。

(２) 年齢及び修業年限区分は，わが国の学制による。

(１) １人２種目以内（リレーを除く）とする。但し、トラック１種目以内、フィールド１種目以内とし、

(３） 参加チームには、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。

（４）　３年以下の走幅跳は、実測とする。

(２)　地区小中学校担当

13．問い合わせ先

（５）  ４ページの「小中学校関係競技会の申し込みについて」も熟読のこと。 

(１)　本大会担当　　平野高志(携 090-9910-5545　Ｅ-mail = h21airiku758@yahoo.co.jp )

　　　　　　　　　　　　植田准次(携 090-3584-9198　Ｅ-mail = carisann@tac-net.ne.jp )
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１．期  日 

２．場  所 知多運動公園陸上競技場

３．種　目

３年以下：

４　　　年：

５　　　年：

６　　　年：

４．参加制限

５．注意事項

６．参加料

７．参加料の
　　　振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

９．申込締切

11．その他

　１００ｍ、１０００ｍ、８０ｍＨ、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

〔 個人種目 ＝ 男子・女子 〕

５．ナンバー
          カード

　　※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

　　 http://nagoyatf.xyz/ ☜ 2019年度から変更

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時
間の確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

２０１９年８月２７日（火）

(１) ４ページの「小中学校関係競技会の申し込みについて」も熟読のこと。 

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

　１ 種目 ３００円、　　　リレー＝ １ チーム ４００円

(２) 混合リレーは、男女各３名の構成とし、うち各２名で走り、その走順は自由とする。

※振り込む際には、必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

　　口座番号　　　００６５２６７　　

(１) １人２種目まで（トラック＝１種目以内、フィールド＝１種目以内）とし、

名古屋地区小学生秋季記録会 大会番号　１０６

２０１９年９月１６日（月・祝）

　５０ｍ、走幅跳

　５０ｍ、１０００ｍ、８０ｍＨ(60cm)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

　　フィールドのみの２種目は不可とする。いずれの場合もリレーは含まない。

(２) 各種目の１団体あたりの人数制限はしない。

(３) リレーは、その種目毎に１団体「４チーム」までとする。

(１) トラック競技におけるスタートの合図は、英語とする。（「On your marks」、「Set」）

　１００ｍ、１０００ｍ、８０ｍＨ、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

(３) ３年以下の走幅跳は、実測とする。

〔 リレー種目 ＝ 混合４×１００ｍＲ 〕

　　　　　　　：　　４年混合４×１００ｍＲ、５年混合４×１００ｍＲ、６年混合４×１００ｍＲ

(3) 参加チームには、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。

（２）　申込完了後、申込書を印刷し、下記担当に郵送する。

　　　　　　〒476-0002　東海市名和町奥油田 15-16　　佐々木博幸　あて

(４) 走高跳は、一つの高さの試技を３回とし、走幅跳、ジャベリックボール投は、トップ８を行うものとする。

【小学生秋季記録会担当　佐々木博幸（090-4404-5330）】

（１） 今年度からＷＥＢ申し込みです。

  ４年生以上は県登録ナンバーカードを使用するものとする。

　（３年生以下については、各チーム等で割り振ったナンバーカードとする。）
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１．期  日 

２．場  所

３．種　目

〔男子〕 １　   年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， １００ｍＨ， 走高跳

２  　 年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， ３０００ｍ， １１０ｍＨ， 走高跳

１ ・ ２年 ： ４×１００ｍR、 円盤投（1.5㎏）

〔女子〕 １   　年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， １００ｍＨ， 走幅跳， 砲丸投（2.7㎏）

２   　年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， １００ｍＨ， 走幅跳， 砲丸投（2.7㎏）

１ ・ ２年 ： ４×１００ｍR、 円盤投（1.0㎏）

〔男子〕 １　   年 ： １００ｍ， ４００ｍ， １５００ｍ， 走幅跳， 砲丸投（4.0㎏）
２   　年 ： １００ｍ， ４００ｍ， １５００ｍ， 走幅跳， 砲丸投（5.0㎏）

１ ・ ２年 ： 棒高跳(参加人数フリー)， ジャベリックスロー

共　　通 ： ３年１００ｍ， ３０００ｍ、４×４００ｍR

〔女子〕 １ 　  年 ： １００ｍ， １５００ｍ， 走高跳

２ 　  年 ： １００ｍ， １５００ｍ， 走高跳

１ ・ ２年 ： 棒高跳(参加人数フリー)， ジャベリックスロー
共　　通 ： ３年１００ｍ， ３０００ｍ、４×４００ｍR

４．参加制限 〔男・女〕

５．参加料 〔男・女〕 

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

９．申込締切

10．その他

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

(１) ４ページの「小中学生関係競技会の申し込みについて」も熟読のこと。

　　 （各校人数制限なし、３年生も出場できる。但し、リレーは１校１チームとする。）

各種目８位まで表彰する。

   ・ナンバーカードは、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

２０１９年９月３日（火）

　　　              　（１）　ＷＥＢ申し込みについて

(２) １人２種目まで。（リレーは含まない。）

(３) 男女の共通種目は上記(１)，(２)の参加制限に関係なく、出場できる。

(４) 参加校等には、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間
の確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

１種目５００円　　　　リレー１チーム５００円

　　 http://nagoyatf.xyz/ ☜ 2019年度から変更

大会番号　１０７

　第１日（９月２１日）

　第２日（９月２３日）

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

　              　　　（２）　その他

第３８回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会

２０１９年９月２１日（土）、９月２３日（月・祝）

9/21＝知多運動公園陸上競技場　　9/23＝パロマ瑞穂スタジアム ・ パロマ瑞穂北陸上競技場

(１) １校１種目４名まで。棒高跳はフリー。リレーは１校１チーム。
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１．期  日 

２．場  所

３．種  目 〔中学男子〕

〔中学女子〕

４．参加制限 〔中学生〕

(３) リレーについては、１校 ２チーム。

〔小学生〕

５．参加料 〔中学生〕 １種目５００円　　　リレー１チーム５００円

〔小学生〕 １種目３００円　　　リレー１チーム４００円

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

９．申込締切

10．その他
(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で，当日の販売は行わない。

リ  レ ー  ： ４年混合４×１００ｍＲ，５年混合４×１００ｍＲ，６年混合４×１００ｍR

(４) リレーはその種目毎に１団体２チームまでとする。

知多運動公園陸上競技場

　　ただし、1人２種目までとする。（リレーを除く。）

１００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，８００ｍ，１５００ｍ，１年１００ｍH，１００ｍH， ４×１００ｍＲ，

　　　           　（１）　ＷＥＢ申し込みについて

ジャベリックスロー

(２) 各種目の１団体あたりの人数は ４名までとする。

(１) 参加校等には、当日の審判協力をお願いします。追って、委嘱状を発送します。

〔小学生＝男・女〕

（「On your marks」、「Set」）

３年以下 ： ５０ｍ，走幅跳

４　　　年 ： ５０ｍ，８０ｍＨ(高さ＝60cm)，走高跳，走幅跳，ジャベリックボール投

(２) １校の種目参加人数は ４名までとする。

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

２０１９年１０月 ５日（土）

１００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ，３０００ｍ，１１０ｍH，４×１００ｍＲ， ４×２００ｍＲ

走高跳，棒高跳，走幅跳，砲丸投（5.0kg），円盤投（1.5kg），ジャベリックスロー

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

   ・小学生のナンバーカードについて、４年生以上は県登録番号とする。

４×２００ｍR，走高跳，棒高跳，走幅跳，砲丸投（2.7㎏），円盤投（1.0kg）

(１) １人２種目までとするが、フィールドのみの２種目は不可とする。。（リレーは含まない。）

(１) 男女とも学年指定のない種目は全て共通とする。

　　　（３年生以下については、各チーム等で割り振ったナンバーカードとする。）

　　大会番号　１０８名古屋地区小中学生秋季陸上競技大会

☜ 2019年度から変更

(３) 小学生についても、トラック競技におけるスタートの合図は英語とする。

５　　  年 ： １００ｍ，８０ｍＨ(従来の基準)，走高跳，走幅跳，ジャベリックボール投

　　 http://nagoyatf.xyz/

６　　  年 ： １００ｍ，８０ｍＨ(従来の基準)，走高跳，走幅跳，ジャベリックボール投

　　　　　　　　　〔小中学生共通〕

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

   ・中学生のナンバーカードについては、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

(１) ４ページの「小中学校関係競技会の申し込みについて」もご覧ください。。

２０１９年９月１７日（火）

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の確
認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

口座番号　　　００６５２６７　　

(５) 混合リレーは、男女各３名の構成とし、うち各２名で走り、その走順は自由とする。

　              　　　（２）　その他
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