
２０２３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
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・各大会のタイトル左横の大会区分を確認し、申し込み手続きをしてください。

・本要覧の各競技会要項を確認の上、申し込みをしてください。

・名古屋地区要覧は紙媒体では提供していません。

・愛知陸上競技協会には電話等での問合せをしないでください。

　 　　→３ページの問い合わせ先に連絡してください。

・要覧の内容に変更がある場合がありますので、申込前に最新の要項で確認してください。

↓

・県要覧記載の大会、小・中学校関係競技会とは口座が違うのでご注意ください。

大会区分　一般　への連絡

連　絡

・プログラムは事前予約販売,１部１４００円です。
　今後はプログラムを廃止し、ＨＰで確認する方法に移行していく予定です。

・小・中学校関係競技会はこちらをご覧ください→　http://nagoyatf.xyz/

・競技会の競技時間や競技注意事項は、愛知陸協ＨＰに掲載します。

・競技中における傷病については、主催者において応急処置はしますが、以後の
　責任は負いません。

　　　https://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

・参加チームには、団体ごとに最低１名の審判協力をお願いします。
　審判資格がなくてもお手伝いいただけることがあります。
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１．登録関係

【一般】 〒４６５－００６４

【中学校】

２．競技会関係 【一般】 【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。

                                         

４．その他の問い合わせ

一　般・高　校　　安田　純久

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

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

　安田　純久　宛　　　 Tel  ： ０９０－１６２４－５７３４

　田中　輝彦　宛　　　 Tel  ： 090-5007-6130

　　　　　　　　　　　　　　mail : cdw56100@par.odn.ne.jp 

連絡・問い合わせ一覧

〒４６３－０８１２

        学校：℡（０５２）７０３－３３１３　Fax（０５２）７０３－３４０１

　名古屋市名東区大針１－３５１

        才賀　寛樹　　宛

         ℡（０５６１）７２－００２０

　名古屋市守山区笹ｹ根２－１０２

　   名古屋市立吉根中学校

        三浦　雅史　　宛

　日進市本郷町西原中通９８０－１

        ℡（０５２）７３６－０４３２

     名古屋市立名東高等学校

　　 日進市立日進中学校

        ℡（０９０）４６２６－２６６９

＜名古屋市内＞　＜知多・愛日地区＞

        赤司　学　　宛

　〒４７０－０１２１
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各大会の申込前迄に２０２３年度の陸協登録を完了してください。

愛知陸協の登録受付は１１月末までです。２０２３年１２月から２０２４年３月末までの大会にエントリー
される場合には、２０２３年１１月中に登録を完了してください。

以下、日本陸連登録会員規程の抜粋です。

＊名古屋地区陸上競技協会が主催する大会における、二重登録の制限については、年度途中で変更
　 される場合があります。申込み前にHPに掲載される大会要項をご覧ください。

登録について

（二重登録の制限）

第７条　複数の加入団体に同時に所属し、または複数の加盟団体に同時に登録することはできない。
　
　　　２　前項の規定に関わらず、中学校登録および高校登録の登録会員は、その他に一個の団体登録または
　　　　　個人登録をおこなうことができる。この場合、中学校登録または高校登録を行っている加盟団体と異なる
　　　　　加盟団体への登録をおこなうことができる。
　　　　　また、同一の競技会の同一の種目に、複数の所属として出場することはできない。

大学生は、学連登録者で登録が名古屋地区陸協でないと出場できません。

大会申し込みは、登録団体、学校ごとにまとめて行ってください。

受付、プログラム編成のミスを防ぐためにも必ずお守り下さい。

登録の期間について

日本陸連の登録規定に従って登録をお願い致します。

注意事項
中高校生の二重登録が日本陸連から認められておりますが、大会出場に関しては、どちらか一方の所
属でのエントリーとします。申込の際に２つの所属で同一人がエントリーした場合、主催者の判断で片
方のエントリー削除を行いますのでご了解ください。
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なお、ガイダンスの詳細は日本陸連のＨＰを御覧ください　➡　https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/

参加者の皆さんへ　新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置として、以下の点をお守りください。

① 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。

　ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

　ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在
　　 住者との濃厚接触がある場合

② 参加者は競技のウォーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は速やかに帰宅してください。

③ 運動時を除いては原則としてマスクを着用してください。

④ 石けん等を用いた手洗い・手指消毒、うがい、洗顔を実施してください。

⑤ ウォーミングアップ・招集等については、競技役員の指示に従い、ソーシャルディスタンスを確保すること
（できるだけ２ｍ以上）に努めてください。（障がい者の誘導や介助等は除きます。）

⑥ イベント中に大きな声での会話をしないでください。また声を出しての応援、集団での応援は禁止します。
　 選手も、試技前等の発声を禁止します。

⑦ 更衣室の滞在は短時間にしてください（シャワールームの使用は禁止します）。

⑧ 飲食時は感染リスクが高くなる為、短時間・ソーシャルディスタンス・換気の良い場所で行ってください。

⑨ タオル、ペットボトル、食器・袋等の共用を控え、個人用を用意してください。ゴミは各自で持ち帰ってください。

⑩ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

⑪ イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接
　 触者の有無等について報告を行ってください。

　これらの項目が守られない場合には退場して頂く場合があります。

競技会の運営について（大会区分　一般）

・出場する選手は自分の出場種目の招集開始時間の２時間前（棒高跳は３時間前）を目処に来場し、種目が終了
　次第帰宅することを原則とします。

・各チームの待機場所はレクリエーション広場外周のみに許可します。その他の瑞穂公園内、公園周辺での設営は禁止
　します。特に野球場スタンド下や地下駐車場の使用は絶対にしないでください。

・団体（学校・クラブチームなど）や個人参加者の引率者で審判をしない方は、北陸上競技場西側の自動扉前に
　ある大会受付で受付を行い、入場許可証を受け取ってください。メインスタンド以外は立ち入り禁止です。
　受付時に体調管理シートを確認します。各自でご準備ください。

・体調管理シートを活用して、大会前後の体調チェックを実施してください。

・当面の間、名古屋地区の大会は無観客で実施します。参加者･役員以外は競技場への入場ができませんことを
　ご理解ください。

・会場に入場する時と招集時に体調管理シートを確認します。提出の必要はありません。大会終了後も各自で
　保管してください。

5



新型コロナウイルス感染症における対応（大会区分　小学校・中学校）

※必ず詳細な部分まで確認してください。

２０２３年度についても、以下の対応で競技会の開催を予定していきます。

①  緊急事態宣言が愛知県下に発出している場合　→競技会を中止する場合があります。

②  各地区で部活動としての参加が認められていない場合　→各個人での参加を認めます。

競技会の開催における対応

２０２３年度についても、部活動として競技会への出場が制限されていくことが考えられます。
名古屋地区陸上競技協会は、今後も部活動としての参加と個人申し込みでの参加を認めていき
ます。参加の申し込みについては、学校顧問、もしくは保護者の責任で申し込んでいただき、当
日の引率も含めて申し込み者が責任をもって対応されるようにお願い致します。

以下の内容をご理解いただき、今後の競技会の申し込みをお願いしたいと思います。

また、今後の状況次第ですが完全な無観客での実施が継続されることも考えられもます。その場
合は、指導者、顧問、保護者についても競技会を観戦することはできません。

チームや学校ごとでの集合やミーティングについても、行わないようにお願いします。

選手は、自分が出場する競技時間に合わせて到着してもらい、ウォーミングアップを行った後、
競技に出場した選手から随時帰宅していただきます。

体温体調チェックシートの提出、当日の検温など、様々な対応をしたうえで開催していくことになりますの
で、詳細については後日ホームページ（http://nagoyatf.xyz/）で必ずご確認ください。

名古屋地区競技会（区分　中学校）への参加者厳守事項

日本陸上競技連盟の示した、感染リスクを軽減させた競技会の運営についての運営方針に従い運営します。

手洗いや消毒、選手の動線など主催者の指示に従い、競技会に参加してください。

今後の方針変更によっては、以下の内容を訂正することがあります。

その場合は、ホームページで連絡を行います。

①体調管理チェックシートの作成。（競技会１週間前からの健康チェック行う）

　※体調管理チェックシートは招集時に競技役員に提出する。未提出者は競技会に参加できません。
　（区分一般の大会は提出不要）

※体調管理チェックシートは主催者が管理・利用することにご承知おきください。

②競技開始の２時間３０分（棒高跳は３時間前）よりも早く競技場に来ないようにしてください。
（区分一般の大会は２時間前〔棒高跳は３時間前）より入場可能）

　※自分の競技が終了したら速やかに帰宅してください。

③競技場施設へ入場できるのは、競技役員、選手とする。

④待機場所は指定した場所のみ利用できます。ただし、少人数での応援は許可します。

　※利用する場合は一時的に荷物置く事のみに限ります。

⑤選手はビニール袋(40㍑サイズ以上)、1枚を用意すること。

　※ビニール袋使用は招集後、ビニール袋に荷物を入れ待機場所に置いておくため。

⑥各自で出したゴミは必ず持ち帰ってください。

⑦競技場周辺の公園等での練習は絶対に行わないでください。（バックスタンド裏・野球場周辺など）

⑧集団で声を出しての応援は禁止する。

⑨競技場内では三密を避けるように工夫をすること。

　競技会が安全で円滑に実施できるようご協力ください。
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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、当日の大会は中止します。

 ６ 返金は、原則として次に開催する大会の受付時とします。
　　郵送・振り込みなどでの返金は、手数料などをご負担いただ
    きます。
　

　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
　　中断し安全の確認をします。
　　　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、できる限り代替え大会を
　　開催します。開催ができない場合は、必要経費分を差し引いた、
　　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。
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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

（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

ＷＥＢ申込方法
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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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振込先をゆうちょ銀行のみとします。（第１回春季のみ異なります）

☆各大会の参加料等（プログラム代）の納入は郵便振替で行ってください。

口座番号 00870 = 3 = 90904

加入者名 名古屋地区陸上競技協会

金　　額 参加料（プログラム代も含める）【印刷表の合計金額】

通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）

②申込団体名・学校名・個人名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 店番

〇八九 店 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 口座番号

２ 当座預金 ００９０９０４

区分　一般の大会の振込先

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一覧
表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用し、下
記の事項を必ず記入してください。
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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．プログラムについて

                                         

　　　　 　尚、状況により、プログラムの販売を中止することがある。

　　　※　各々の競技会ページを参照のこと。

区分　小学校・中学校の大会の申し込みについて

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

　　 http://nagoyatf.xyz/

※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。

℡（０８０）６９１３－１２６６　名古屋地区情報担当　今枝厚樹

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。

３．参加料の振込先 ※振り込む際には、必ず申込一覧表にある
　　 所属名および代表者名を明記すること。

　(１) プログラムはすべて予約有料販売で、当日の販売は行わない。

５．その他

   ・申し込む際、架空の氏名は禁止する。（ 例＝ 東中太郎　等々　）　

　・中学生のアスリートビブス（ナンバーカード）については、陸連登録番号とする。

　・小学生のアスリートビブス（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。
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月　日 競技会 場所 締め切り日 問合せ先 申込方法

4月1日(土)

4月2日(日)

4月8日(土)

4月9日(日)

5月3日（水・祝）

5月4日（木・祝）

5月14日（木・祝）
名古屋地区小学生
春季第１回記録会

（小学）

半田運動公園
陸上競技場

4月26日(水)
〈中学校〉
植田　宛 ＷＥＢ

5月20日（土）

中学混成大会
中学通信名古屋地区予選第１日
名古屋地区中学第１回記録会

（中学）

物産フードサイエンス
１９６９知多スタジアム

5月5日（金・祝）
〈小学校〉
植田　宛 ＷＥＢ

5月28日(日)
名古屋地区小学生
春季第２回記録会

（小学）

半田運動公園
陸上競技場

5月15日(月)
〈小学校〉
植田　宛 ＷＥＢ

5月27日(土)

6月10日(土)

6月11日(日)

6月17日(土)

6月18日(日)

8月26日(土) 名古屋地区競技会 パロマ瑞穂北陸上競技場 8月4日(金)
<中・高・一>

安田　宛 ＷＥＢ

9月10日(日)
名古屋地区小学生
秋季第１回記録会

（小学）

半田運動公園
陸上競技場

8月24日(木)
〈小学校〉
植田　宛 ＷＥＢ

9月16日(土)

9月17日(日)

9月24日(日)
名古屋地区小学生
秋季第２回記録会

（小学）

半田運動公園
陸上競技場

9月11日(月)
〈小学校〉
植田　宛 ＷＥＢ

9月30日(土)

10月1日(日)

10月8日(日)

10月14日(土)

未定 名古屋地区クロスカントリー 未定 未定
<小～一>
安田　宛 ＷＥＢ

3月17日（日） スポーレ春日井記録会 スポーレ春日井 2月20日(火)
<中・高・一>

柴田　宛 ＷＥＢ

3月20日(水・祝) プレシーズンゲーム パロマ瑞穂北陸上競技場 2月26日(月)
<中・高・一>

安田　宛 ＷＥＢ

申込期間、振込期間等は各大会の要項をご確認ください。

締め切り後の受付、変更はできません。

２０２３年度 名古屋地区競技会予定

3月17日(金)

名古屋地区春季第２回大会 パロマ瑞穂北陸上競技場

パロマ瑞穂北陸上競技場名古屋地区春季第１回大会

3月23日(木)

ＷＥＢ

ＷＥＢ

<中・高・一>
安田　宛

<中・高・一>
安田　宛

ＷＥＢ

<中・高・一>
安田　宛

名古屋地区秋季競技会 パロマ瑞穂北陸上競技場 9月13日(水) ＷＥＢ

名古屋地区夏季競技会 5月10日(水)

パロマ瑞穂北陸上競技場 9月4日(月)名古屋地区選手権大会
<中・高・一>

安田　宛

<中・高・一>
安田　宛

パロマ瑞穂北陸上競技場 ＷＥＢ

名古屋地区中学新人大会
（中学）

スポーレ春日井
朝宮公園陸上競技場

8月30日(水)
〈中学校〉
植田　宛 ＷＥＢ

名古屋地区中学生春季大会
（中学）

<中学校>
植田　宛

パロマ瑞穂北陸上競技場

中学通信名古屋地区予選
第２日　第３日

名古屋地区中学第２回記録会
(中学）

6月1日(木)
〈中学校〉
植田　宛 ＷＥＢ

スポーレ春日井
朝宮公園陸上競技場

4月20日(木) ＷＥＢ
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月　日 競技会 場所 締め切り日 問合せ先 申込方法

8月19日(土)

8月20日(日)

２０２３年度名古屋市陸上競技協会競技会主催競技会予定 

名古屋市民スポーツ祭 パロマ瑞穂北陸上競技場 8月4日(金) ＷＥＢ<小～一>
安田　宛

＊市民スポーツ祭の大会要項は６月下旬ごろにＨＰに掲載します。
＊締め切り日を必ずお守りください。締め切り後の受付、変更はできません。
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大会区分　一般

１．期  日        4月2日(日)

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種  目 4月1日(土)

（男子）

４００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍＷ、４×１００ｍＲ、

棒高跳、走幅跳、円盤投(2.000kg)、高校円盤投(1.750kg)、中学円盤投(1.500kg)

ハンマー投(7.260kg)、高校ハンマー投(6.000kg)

（女子）

４００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍＷ、４×１００ｍＲ、

棒高跳、走幅跳、円盤投(1.000kg)、ハンマー投(4.000kg)

4月2日(日)

（男子）

  １００ｍ、３０００ｍ、４×４００ｍＲ

 走高跳、三段跳、砲丸投(7.260kg)、高校砲丸投(6.000kg)、中学砲丸投(5.000kg)

 やり投(0.800kg)

（女子）

  １００ｍ、３０００ｍ、４×４００ｍＲ

 走高跳、三段跳、砲丸投(4.000kg)、中学砲丸投(2.721kg)

 やり投(0.800kg)

４．参加について ・他地区,他県登録者の参加は認めていません。

・本年度の登録を完了してください。 申請中の申し込みは受付けません。

・１人３種目とします（リレー種目は除く）。

・中学生の出場は,太字・下線で示した種目に限ります。

・大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。

・リレーは１団体１チームとします。

５．運営について

・男子３０００ｍは１３分、女子３０００ｍは１５分で競技を打ち切ります。

・男子三段跳は１０m、女子三段跳は８ｍの踏切板を使用します。

名古屋地区春季第１回陸上競技大会
　兼　愛知県国体選手選考会

・フィールド種目は参加人数に応じて組分けを行います。スタートリストで確認をお願いします。

感染予防対策のため、各受付で体調管理シートの確認を行います。
　・出場する選手は自分の出場種目の競技時間２時間前（棒高跳は３時間前）に来場し、南門ゲート
　　で受付をしてください。
　・マネージャー・部顧問・引率責任者は競技場正面出入口前で受付をしてください。
　・各チームのマネージャーと入場許可証のある方のみ、メインスタンドの使用を許可します。

・男子５０００ｍＷは３０分、女子５０００ｍＷは３５分で競技を打ち切ります。また、男女合わせて２５人
以下の場合には男女混合レースとします。その場合、男女共３５分で競技を打ち切ります。

・同時進行になる競技があっても、タイムテーブルでは、考慮しません。

2023年4月1日(土)

・中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。

・トラック種目はすべてタイムレースとします。

・フィールド長さを競う種目については、すべて３回試技とします。
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６．申込について

①Webで申し込みをしてください。

　申込アドレス http://nishi-nans21v.com/
詳細は、申込方法のページをご確認願います。

②参加料を振り込んでください。

☆銀行振込

三菱ＵＦＪ銀行　尾張新川支店（店番号８９４）

普通預金　口座番号００７４９４８

口座人名義　名古屋地区陸上競技協会　会長　坂井田酵三

振込の際は,振込名義を大会番号＋団体名で行ってください。

　　例）　ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

個人登録の方 は、愛知陸協は使用せずに、個人名で振込を行ってください。

③郵送してください。

・印刷シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

７．参加料 １種目　高校生以上８００円　中学生６００円　　

リレー　１チーム１２００円

プログラム事前申し込み１部 １４００円

８．申込期間 ①申込期間 3月2日(木) ～ 3月17日(金)

②振込期間 3月4日(土) ～ 3月18日(土) 振り込み期間をお守りください

③郵送期間 3月6日(月) ～ 3月22日(水)

９．表彰について ・この大会に表彰はありません。

第１回と第２回をまとめての振り込みは絶対にしないでください。

･申し込みの記録で組み分けをします。記録は公認である必要はありません。記録の未記入や桁
の入力間違え等で組分けに不利が生じても、主催者は一切責任を負いませんのでご注意くださ
い。

第２回とは振込先が異なります。ご注意ください。

⬅この大会のみ振
込先がUFJ銀行で
す。お間違いの無い
ようにお願いしま
す。
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10．その他

・競技中に発生した負傷・傷病等の応急処置は主催者において行いますが,以後の責任は負いませ
ん。

・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保
護方針に基づいて取り扱います。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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
　　①この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
　　②本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・
　　　記録のほか選手の氏名・所属・学年を含みます。

問い合わせ先　名古屋地区陸上競技協会　安田　090-1624-5734

・時間プロ,受付一覧,大会注意事項,エントリーリストは,大会７日程度前に愛知陸協ホームページにアップ
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
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大会区分　一般

１．期  日        4月9日(日)

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種  目 4月8日(土)

（男子）

　　２００ｍ，８００ｍ，１１０ｍＨ(1.067m),１１０ｍＨ(0.991m),

　　１１０ｍＨ(0.914m)，３０００ｍＳＣ(0.914m),４×１００ｍＲ

 棒高跳,三段跳,砲丸投(7.260kg),高校砲丸投(6.000kg),

 中学砲丸投(5.000kg),やり投(0.800kg)

（女子）

２００ｍ,８００ｍ，１００ｍＨ(0.840m),１００ｍＨ(0.762m/8.5m),

１００ｍＨ(0.762m),３０００ｍＳＣ(0.762m),４×１００ｍＲ,

棒高跳,走幅跳,砲丸投(4.000kg),中学砲丸投(2.721kg),やり投(0.600kg)

4月9日(日)

（男子）

１５００ｍ、５０００ｍ,４００ｍＨ(0.914m),４×４００ｍＲ，

走高跳,走幅跳,円盤投(2.000kg),高校円盤投(1.750kg),中学円盤投(1.500kg),

ハンマー投(7.260kg),高校ハンマー投(6.000kg)

（女子）

１５００ｍ、４００ｍＨ(0.762m),４×４００ｍＲ，

走高跳,三段跳,円盤投(1.000kg)，ハンマー投(4.000kg)

４．参加について ・他地区,他県登録者の参加は認めていません。

・本年度の登録を完了してください。 申請中の申し込みは受付けません。

・１人３種目とします（リレー種目は除く）。

・中学生の出場は,太字・下線で示した種目に限ります。

・大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。

・リレーは１団体１チームとします。

５．運営について

・男子５０００ｍは２０分で競技を打ち切ります。

・男子三段跳は１０m、女子三段跳は８ｍの踏切板を使用します。

名古屋地区春季第２回陸上競技大会
　兼　愛知県国体選手選考会

感染予防対策のため、各受付で体調管理シートの確認を行います。
　・出場する選手は自分の出場種目の競技時間２時間前（棒高跳は３時間前）に来場し、南門ゲート
　　で受付をしてください。
　・マネージャー・部顧問・引率責任者は競技場正面出入口前で受付をしてください。
　・各チームのマネージャーと入場許可証のある方のみ、メインスタンドの使用を許可します。

・中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。

2023年4月8日(土)

・トラック種目はすべてタイムレースとします。

・フィールド種目は参加人数に応じて組分けを行います。スタートリストで確認をお願いします。

・フィールド長さを競う種目については、すべて３回試技とします。

・同時進行になる競技があっても、タイムテーブルでは、考慮しません。
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６．申込について

①Webで申し込みをしてください。

　申込アドレス http://nishi-nans21v.com/
詳細は、申込方法のページをご確認願います。

②参加料を振り込んでください。

☆ゆうちょ銀行

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会
金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）
②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

個人登録の方 は、愛知陸協は使用せずに、個人名で振込を行ってください。

③郵送してください。

・印刷シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

７．参加料 １種目　高校生以上８００円　中学生６００円　　

リレー　１チーム１２００円

プログラム事前申し込み１部 １４００円 プロクラムの当日販売は行いません

８．申込期間 ①受付期間 3月10日(金) ～ 3月23日(木)

②振込期間 3月11日(土) ～ 3月24日(金) 振り込み期間をお守りください

③郵送期間 3月13日(月) ～ 3月27日(月)

９．表彰について ・この大会は表彰はありません。

10．その他

第１回とは振込先が異なります。ご注意ください。

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一覧表」の
貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用し、下記の事項
を必ず記入してください。

第１回と第２回をまとめての振り込みは絶対にしないでください。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

･申し込みの記録で組み分けをします。記録は公認である必要はありません。記録の未記入や
桁の入力間違え等で組分けに不利が生じても、主催者は一切責任を負いませんのでご注意く
ださい。

・時間プロ,受付一覧,大会注意事項,エントリーリストは,大会７日程度前に愛知陸協ホームページにアッ
プします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

18

http://nishi-nans21v.com/
http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm


・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護
方針に基づいて取り扱います。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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
　　①この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
　　②本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・
　　　記録のほか選手の氏名・所属・学年を含みます。

問い合わせ先　名古屋地区陸上競技協会　安田　090-1624-5734

・競技中に発生した負傷・傷病等の応急処置は主催者において行いますが,以後の責任は負いま
せん。
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大会区分　中学 大会番号　１０１

１．期  日 

２．場  所

３．種  目

　 〔 男　子 〕

　 〔 女　子 〕

　 〔 男　子 〕

　 〔 女　子 〕

４．参加制限 〔男女共通〕

５．参加料 〔男女共通〕 １種目６００円　　　リレー１チーム７００円

６．参加料の振込先

三菱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

１０．その他

２００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、１００ｍＨ（0.762m）

名古屋地区中学生春季陸上競技大会

◎第１日（５月３日）

2023年5月3日（水・祝） 5月4日（木・祝）

スポーレ春日井（春日井市朝宮公園陸上競技場）

２００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、１１０ｍＨ（0.914m）

棒高跳(参加人数フリー)、走幅跳、砲丸投（5.000㎏）、円盤投（1.500kg）

(４) クラブチームおよび個人での参加は、申込みの際、必ず所属する中学校名を明記する。

走高跳、棒高跳(参加人数フリー)、砲丸投（2.721㎏）、円盤投（1.000kg）

◎第２日（５月４日）

走高跳、ジャベリックスロー

走幅跳、ジャベリックスロー

(１) 男女とも学年指定のない種目は全て共通とする。

(２) １校(クラブ)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。

(３) リレーについては１校(クラブ)２チーム以内とする。

１年１００ｍ、２年１００ｍ、３年１００ｍ、８００ｍ、３０００ｍ、４×１００ｍＲ

１年１００ｍ、２年１００ｍ、３年１００ｍ、８００ｍ、３０００ｍ、４×１００ｍＲ

   ・アスリートビブス（ナンバーカード）は、陸連登録番号とする。（本競技会以降も同様とする）

(５) 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。

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある
所属名および代表者名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

　　　              （１）　ＷＥＢ申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/

※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。

℡（０８０）６９１３－１２６６　名古屋地区情報担当　今枝厚樹

　              　　　（２）　その他

２０２３年４月２０日（木）

(１) 要覧巻頭の「小中学校関係競技会に関する注意および申込みについて」もご覧ください。

(２)今大会は、プログラムの販売を行わない。
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大会区分　小学生

１．期  日 

２．場  所 半田運動公園陸上競技場

３．種　目

３年以下：

４　　　年：

５　　　年：

６　　　年：

リ レ ー ：

４．参加制限

５．注意事項

７．参加料 　１ 種目 ５００円、　　　リレー　 １ チーム ６００円

８．参加料の
　　　振込先

三菱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 各種目８位まで表彰する。

１０．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。

１１．申込締切

　５０ｍ、８０ｍＨ(高さ＝６０ｃｍ)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

名古屋地区小学生春季第 １ 回記録会 大会番号　１０２

２０２３年５月１４日（日）

〔 個人種目 ＝ 男子・女子 〕

　５０ｍ

(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、コンバインドＡ(８０ｍＨ＋走高跳)、コンバインドＢ(走幅跳＋ジャベリックボール投)

　１００ｍ、コンバインドＡ(８０ｍＨ＋走高跳)、コンバインドＢ(走幅跳＋ジャベリックボール投)

　　※　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。

　　※　コンバインドＡの「８０ｍＨ」は、従来の基準で競技を行う。

〔 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

(１) 個人種目 ＝ 「１人１種目」とする。ただし、リレーは含まない。

　   リレー種目 ＝ 「１人１種目」とする。

(２) 申込みの際、必ず所属する小学校名を明記する。

(３) 各種目の１団体あたりの人数制限はしない。

(４) リレーはその種目毎に１団体「４チーム」までとする。

　　※ 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、小学校春季担当の佐藤まで連絡してください。
　
　　　　小学校春季担当　＝　佐藤慎之介（090-9185-2193）

(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。

(３) 走高跳は、一つの高さにおける試技を２回とする。

(４) 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。

６．アスリート
          ビブス

アスリートビブス（ナンバーカード）については、４年生以上は県登録アスリートビブス（ナンバーカード）
を使用する。

（３年生以下は、各団体で割り振ったアスリートビブス〔ナンバーカード〕を使用する。）

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある団体名および代表者名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

（１） ＷＥＢ申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/

２０２３年４月２６日（水）
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１２．そ の 他

(４) 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。

(３)参加者(付添者を含む)は、後日ＨＰに掲載の「体調管理チェックシート」を準備すること。

　　※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

(５) 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。

(１) 要覧巻頭の「小中学校関係競技会に関する注意および申し込みについて」も参考にご覧ください。 

(２)本競技会は、無観客で実施し、付添者の人数制限も行う。
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大会区分　中学

１．期  日 

２．場  所

３．種　目 【混成競技の部】

（男子）

（女子）

（男子）

（女子）

（男子）

（女子）

４．参加制限 【混成競技の部】

　および

【通信競技の部】 (２) 混成競技および通信競技は、必ず在籍する中学校名で参加すること。

【記録会の部】

５．参加料

６．参加料の振込先

三菱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位まで表彰する。

混成競技および通信競技については、県大会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。

９．申込締切

１４５ｍ、棒高跳、ジャベリックスロー

　　第６９回全日本中学通信陸上競技名古屋地区混成競技大会
　　第６９回全日本中学通信陸上競技大会名古屋地区予選会第１日

　　兼　第５０回全日本中学生陸上競技選手権大会名古屋地区予選会
　　名古屋地区中学第１回記録会

大会番号　１０３

２０２３年５月２０日（土）

物産フードサイエンス１９６９知多スタジアム

四種競技 （１１０ｍＨ(0.914m)、砲丸投（4.000㎏）、走高跳、４００ｍ）

四種競技 （１００ｍＨ(0.762m)、走高跳、砲丸投（2.721㎏）、２００ｍ）

【通信競技の部】

８００ｍ、３０００ｍ、 １１０ｍＨ(0.914m)、走幅跳 

８００ｍ、１００ｍＨ(0.762m)、走幅跳 

【記録会の部】

(３) 各種目の１団体あたりの人数は、４名までとする。

１４５ｍ、棒高跳、ジャベリックスロー

(１) 混成競技および通信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。

　　クラブチームおよび個人登録での参加は認めない。

(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通信競技の部

　　には１種目しか出場できない。

(４) 混成競技および通信競技は、１校１種目４名までとする。ただし、女子８００ｍは６名までとする。

　　なお、6/17(土)、6/18(日)と合わせて１人２種目までとする。（通信地区予選要項参照。）

(１) クラブチームおよび個人登録での参加を認める。

(２) 申込みの際、必ず所属する中学校名を明記する。

 １種目６００円

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある
　　 所属名および代表者名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

　　　              （１）　WEB申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/

※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。

℡（０８０）６９１３－１２６６　名古屋地区情報担当　今枝厚樹

２０２３年５月５日（金・祝）
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出場資格を得る。

11．その他

(２) プログラムはすべて予約有料販売（８００円）で、当日の販売は行わない。

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

10．通信陸上県大会への出場

混成競技および通信競技については、本大会上位８名と、通信陸上県大会標準記録突破者が

(１) 要覧・巻頭の「小中学校関係競技会に関する注意および申し込みについて」もご覧ください。
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大会区分　小学生

１．期  日 

２．場  所 半田運動公園陸上競技場

３．種　目

３年以下：

４　　　年：

５　　　年：

６　　　年：

リ レ ー ：

４．参加制限

５．注意事項

７．参加料

８．参加料の
　　　振込先

三菱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 各種目８位まで表彰する。

１０．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。

　５０ｍ、８０ｍＨ(高さ＝６０ｃｍ)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

名古屋地区小学生春季第 ２ 回記録会 大会番号　１０４

２０２３年５月２８日（日）

〔 個人種目 ＝ 男子・女子 〕

　５０ｍ

(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、コンバインドＡ(８０ｍＨ＋走高跳)、コンバインドＢ(走幅跳＋ジャベリックボール投)

　１００ｍ、コンバインドＡ(８０ｍＨ＋走高跳)、コンバインドＢ(走幅跳＋ジャベリックボール投)

　　※　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。

　　※　コンバインドＡの「８０ｍＨ」は、従来の基準で競技を行う。

〔 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

(１) 個人種目 ＝ 「１人１種目」とする。ただし、リレーは含まない。

　   リレー種目 ＝ 「１人１種目」とする。

(２) 申込みの際、必ず所属する小学校名を明記する。

(３) 各種目の１団体あたりの人数制限はしない。

(４) リレーはその種目毎に１団体「４チーム」までとする。

(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。

(３) 走高跳は、一つの高さにおける試技を２回とする。

(４) 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。

６．アスリート
          ビブス

アスリートビブス（ナンバーカード）については、４年生以上は県登録アスリートビブス（ナンバーカー
ド）を使用する。

（３年生以下は、各団体で割り振ったアスリートビブス〔ナンバーカード〕を使用する。）

　１ 種目 ５００円、　　　リレー　 １ チーム ６００円

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある団体名および代表者名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

（１） ＷＥＢ申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/

　　※ 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、小学校春季②担当の佐藤まで連絡してください。
　
　　　　小学校春季担当　＝　佐藤慎之介（090-9185-2193）
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１１．申込締切

１２．そ の 他 (１) 要覧巻頭の「小中学校関係競技会に関する注意および申し込みについて」も参考にご覧ください。 

２０２３年５月１５日（月）

(２)本競技会は、無観客で実施し、付添者の人数制限も行う。

(３)参加者(付添者を含む)は、後日ＨＰに掲載の「体調管理チェックシート」を準備すること。

(４) 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。

　　※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

(５) 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。
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大会区分　一般

無　　　印　→　すべての方が出場できます。

一　　　般　→　一般・大学生のみ出場できます。

高校生以上　→　高校生以上が出場できます。

高　校　生　→　高校生のみ出場できます。

中　学　生　→　中学生のみ出場できます。

１．期  日        6月10日(土) 6月11日(日)

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種　目 第１日 5月27日(土)

（男子）１００ｍ、３０００ｍ

（女子）１００ｍ、３０００ｍ

第２日目 6月10日(土)

（男子）２００ｍ、８００ｍ、高校生以上１１０ｍＨ(1.067m)

１１０ｍＨ(0.991m)、１１０ｍＨ（0.914m)、高校生以上３０００ｍＳＣ

４×１００ｍＲ、棒高跳、三段跳、一般円盤投(2.000kg)

 高校生円盤投(1.750kg)、中学生円盤投(1.500kg)、高校生以上やり投(0.800kg)

（女子）２００ｍ、８００ｍ、高校生以上１００ｍＨ (0.838m)、１００ｍＨ(0.762m/8.5m)，

１００ｍＨ(0.762m)、４×１００ｍＲ、棒高跳、走幅跳，

円盤投(1.000kg)、高校生以上やり投(0.600kg)，

第３日 6月11日(日)

（男子）４００ｍ、１５００ｍ、高校生以上４００ｍＨ(0.914m)、４×４００ｍＲ，

　走高跳、走幅跳、砲丸投(7.260kg)、高校砲丸投(6.000kg)、中学砲丸投(5.000kg)

　一般ハンマー投(7.260kg)、高校ハンマー投(6.000kg)

（女子）４００ｍ、１５００ｍ、高校生以上４００ｍＨ(0.762m)、４×４００ｍＲ，

　走高跳、三段跳、高校生以上砲丸投(4.000kg)、中学砲丸投(2.721kg)，

 　高校生以上ハンマー投(4.000kg)

４．参加について ・他地区,他県登録者の参加は認めていません。

・本年度の登録を完了してください。 申請中の申し込みは受付けません。

・１人１日１種目とします（リレー種目は除く）。

・中学生の出場は,太字・下線で示した種目に限ります。

・大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。

・リレーは１団体１チームとします。

名古屋地区夏季陸上競技大会　兼　愛知県国体選手選考会

2023年5月27日(土)

・中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。
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５．運営について

・男子３０００ｍは１３分、女子３０００ｍは１５分で競技を打ち切ります。

６．申込について

①Webで申し込みをしてください。

　申込アドレス http://nishi-nans21v.com/
詳細は、申込方法のページをご確認願います。

②参加料を振り込んでください。

☆ゆうちょ銀行

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会
金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）
②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

個人登録の方 は、愛知陸協は使用せずに、個人名で振込を行ってください。

③郵送してください。

・印刷シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

７．参加料 １種目　高校生以上８００円　中学生６００円　

リレー　１チーム１２００円

プログラム事前申し込み１部 １４００円

８．申込期間 ①受付期間 5月1日(月) ～ 5月10日(水)

②振込期間 5月5日(金) ～ 5月11日(木) 振り込み期間をお守りください

③郵送期間 5月6日(土) ～ 5月12日(金)

・トラック種目はすべてタイムレースとします。

・男子三段跳は１０ｍ,女子三段跳は８ｍ の踏切板を使用する予定です。

･フィールド種目は参加人数に応じて組分けを行います。スタートリストで確認をお願いします。

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一覧表」の貼付欄に
貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用し、下記の事項を必ず記入してく
ださい。

･申し込みの記録で組み分けをします。記録は公認である必要はありません。記録の未記入や桁の入力
間違え等で組分けに不利が生じても、主催者は一切責任を負いませんのでご注意ください。

感染予防対策のため、各受付で体調管理シートの確認を行います。
　・出場する選手は自分の出場種目の競技時間２時間前（棒高跳は３時間前）に来場し、南門ゲートで受付を
    してください。
　・マネージャー・部顧問・引率責任者は競技場正面出入口前で受付をしてください。
　・各チームのマネージャーと入場許可証のある方のみ、メインスタンドの使用を許可します。

・同時進行になる競技があっても、タイムテーブルは考慮しません。

・フィールド長さを競う種目については、すべて３回試技とします。
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９．表彰について

10．その他

・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に
基づいて取り扱います。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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
　　①この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
　　②本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか選手の
　　　氏名・所属・学年を含みます。

・時間プロ,受付一覧,大会注意事項,エントリーリストは,大会７日程度前に愛知陸協ホームページにアップします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

・競技中に発生した負傷・傷病等の応急処置は主催者において行いますが,以後の責任は負いません。

この大会に表彰はありません。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

問い合わせ先　名古屋地区陸上競技協会　安田　090-1624-5734
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大会区分　中学

１．期  日 

２．場  所

３．種　目 ◎第２日（6月1７日）

◎第３日（6月1８日）

４．参加資格

５．参加制限

　(２) 学年別種目はその学年の生徒に限る。

６．参加料 １種目６００円　　　　リレー１チーム７００円

７．参加料の振込先

三菱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

【通信競技の部】

第６９回全日本中学通信陸上競技大会名古屋地区予選会第２日・第３日
兼　第５０回全日本中学生陸上競技選手権大会名古屋地区予選会

名古屋地区中学第２回記録会
大会番号　１０５

２０２３年６月１７日（土）、６月１８日（日）

パロマ瑞穂北陸上競技場

【通信競技の部】

　　(男子)　２００ｍ、１５００ｍ、走高跳、棒高跳、砲丸投( 5.000kg )

　　(女子)　２００ｍ、 １５００ｍ、 走高跳、円盤投（1.000kg）

【記録会の部】

　　(男子)　１００ｍ、１年走幅跳、 １年砲丸投( 2.721kg )、 棒高跳

　　(女子)　１００ｍ、１年走幅跳、棒高跳

【通信競技の部】

　　(男子)　１年１００ｍ、１年１５００ｍ、２年１００ｍ、３年１００ｍ、４００ｍ、４×１００ｍＲ、円盤投（1.500kg）

　　(女子)　１年１００ｍ、２年１００ｍ、３年１００ｍ、  ４×１００ｍR、砲丸投( 2.7kg )

【記録会の部】

　　(男子)　 １年１５００ｍ、１年１００ｍＨ(0.850m - 8.500m)、１年走高跳、三段跳

　　(女子)   １年１００ｍＨ(0.762m)、１年走高跳、三段跳、１年砲丸投( 2.721kg )

【記録会の部】

(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。

(２) クラブチームおよび個人登録での参加は認めない。必ず中学校名で参加すること。

【通信競技の部】

　(１) １校１種目４名。この予選会（5/20、6/17、6/18）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。

　　　ただし、男子１５００ｍ、女子１５００ｍは６名までとする。

　(３) 通信混成競技名古屋地区予選 (5/20=知多) の混成競技に出場した者は，この予選会では 

 　　 １種目の出場となる。（リレーは含まない。）

　(１) クラブチームおよび個人登録での参加を認める。

　(２) 各種目の１団体あたりの人数は、４名までとする。（ただし、１００ｍはフリーとする。）

　(３) クラブチームもしくは個人で参加する場合は、申込みの際、必ず在籍する中学校名を明記する。

　(４) １００ｍについては、参加人数によって、2日目から3日目に変更する場合がある。

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある
　　 所属名および代表者名を明記すること。

　(５) 通信競技を含む、他種目に参加していないこと。

※　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。

口座番号　　　００６５２６７　　
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８．表　彰 ８位まで、およ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。

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　

２年　　１００ｍ １２″２０　 ２年　　１００ｍ １３″５５　

３年　　１００ｍ １１″８０　 ３年　　１００ｍ １３″３５　

共通　　２００ｍ ２４″２０　 共通　　２００ｍ ２７″７０　

共通　　４００ｍ ５５″００　 ２′２７″５０　

共通　　８００ｍ ２′０９″５０　 （１年生＝ ２'３５"００）

共通　１５００ｍ ４′２５″００　 共通　１５００ｍ ５′００″００　

共通　３０００ｍ ９′４０″００　 共通　１００ｍH １６″８５　

共通　１１０ｍH １７″２０　 共通 4×100ｍR ５２″９０　

共通 4×100ｍR ４６″５０　 共通　  走高跳 １ ｍ ４ ５　

共通　  走高跳 １ ｍ ６ ５　 共通　  走幅跳 ４ ｍ ６ ５　

共通　  棒高跳 ３ ｍ ２ ０　 共通　  砲丸投 ９ｍ５０ (2.721kg) 

共通　  走幅跳 ５ ｍ ７ ０　 共通　  円盤投 １９ｍ００

共通　  砲丸投 ９ｍ３０ (5.000kg) 共通　四種競技 １８００点　

共通　  円盤投 ２３ｍ００

共通　四種競技 １７００点　
　　　　　　　　　　　　　※ 公認記録の有効期間 ： 「２０１９年４月１日～県通信申込締切日の前日」

℡（０８０）６９１３－１２６６　名古屋地区情報担当　　今 枝 厚 樹

２０２３年６月１日（木）

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。

(２) 記録会の部については，標準記録突破者のみが出場資格を得る。

（１）WEB申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/

※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。

　　※【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。）
　　※変更される場合があります。

(１) 今年度も、運営の都合上、以下の種目については、通信県大会の種目で実施する。

　　　（ 女子 　８００ｍ＝１～３年共通８００ｍ。　１５００ｍ＝１～３年共通１５００ｍ ）

(２) 要覧・巻頭の「小中学校関係競技会に関する注意および申込みについて」もご覧ください。

(３) プログラムはすべて予約有料販売（８００円）で、当日の販売は行わない。

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

　※　公認記録の有効期間： 「２０２２年４月１日～県通信申込締切日の前日」

　※　リレーは、今年度の１～３年に在籍するメンバーで出した記録であること。

男　　　　子 女　　　　子

共通　　８００ｍ
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大会区分　一般

１．期  日        

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種  目 （男子）

　１００ｍ 　１５００ｍ

(女子）

　１００ｍ １５００ｍ

４．参加について ・他地区,他県登録者の参加は認めていません。

・１人１種目とします。

・中学生の出場は,太字・下線で示した種目に限ります。

・大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。

５．運営について

６．申込について

①Webで申し込みをしてください。

　申込アドレス http://nishi-nans21v.com/
詳細は、申込方法のページをご確認願います。

②参加料を振り込んでください。

☆ゆうちょ銀行

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会
金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）
②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

個人登録の方 は、愛知陸協は使用せずに、個人名で振込を行ってください。

・すべてタイムレースとします。

感染予防対策のため、各受付で体調管理シートの確認を行います。
　・出場する選手は自分の出場種目の競技時間２時間前（棒高跳は３時間前）に来場し、南門
ゲート
　　で受付をしてください。
　・マネージャー・部顧問・引率責任者は競技場正面出入口前で受付をしてください。
　・各チームのマネージャーと入場許可証のある方のみ、メインスタンドの使用を許可します。

･申し込みの記録で組み分けをします。記録は公認である必要はありません。記録の
未記入や桁の入力間違え等で組分けに不利が生じても、主催者は一切責任を負いませ
んのでご注意ください。

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一覧
表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用し、
下記の事項を必ず記入してください。

名古屋地区競技会

2023年8月26日(土)

・中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。
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③郵送してください。

・印刷シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

７．参加料 １種目　高校生以上８００円　中学生６００円　

この大会では、プログラムの販売は行いません。ＨＰでご確認願います。

８．申込期間 ①受付期間 ～ 8月4日(金)

②振込期間 ～ 8月8日(火)

③郵送期間 ～ 8月9日(水)

　　　印刷用紙をプリントアウトし、参加料振込用紙のコピーを添付して、

〒463-8799　守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

９．表彰について 表彰はありません。

10．その他

・競技中に発生した負傷・傷病等の応急処置は主催者において行いますが,以後の責任
は負いません。

・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情
報保護方針に基づいて取り扱います。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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用しま
す。
　　①この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
　　②本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・
　　　記録のほか選手の氏名・所属・学年を含みます。

2023年7月28日(金)

2023年8月1日(火)

・時間プロ,受付一覧,大会注意事項,エントリーリストは,大会７日程度前に愛知陸協ホームページ
にアップします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

問い合わせ先　名古屋地区陸上競技協会　安田　090-1624-5734

2023年8月2日(水)

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
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大会区分　小学生

１．期  日 

２．場  所

３．種　目

３年以下：

４　　　年：

５　　　年：

６　　　年：

４．参加制限

５．注意事項

７．参加料 　１ 種目 ５００円、　　　リレー＝ １ チーム ６００円

８．参加料の
　　　振込先

三菱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 各種目８位まで表彰する。

１０．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。

１１．申込締切

１２．その他

　５０ｍ

名古屋地区小学生秋季第 １ 回記録会 大会番号　１０６

２０２３年９月１０日（日）

半田運動公園陸上競技場

〔 個人種目 ＝ 男子・女子 〕

(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」）

　５０ｍ、８０ｍＨ(60cm)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

　１００ｍ、８０ｍＨ(従来の基準)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

　１００ｍ、８０ｍＨ(従来の基準)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

〔 リレー種目 ＝ 混合４×１００ｍＲ 〕

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

(１) 個人種目は、「１人１種目」とする。　ただし、リレーは含まない。

　　 リレー種目は、「1人１種目」とする。

(２) 申込みの際、必ず所属する小学校名を明記する。

(３) １団体あたりの人数制限はしない。

(４) リレーは、その種目毎に１団体「４チーム」以内とする。

(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。

(３) 走高跳は、１つの高さの試技を３回とする。

(４) 走幅跳、ジャベリックボール投は、試技回数を３回とし、トップ８は行わない。

６．ナンバー
          カード

アスリートビブス（ナンバーカード）については、４年生以上は県登録アスリートビブス（ナンバーカード）
を使用する。

（３年生以下は、各団体で割り振ったアスリートビブス〔ナンバーカード〕を使用する。）

(１) 要覧巻頭の「小中学校関係競技会に関する注意および申し込みについて」も参考にご覧ください。 

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある団体名および代表者名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

 ＷＥＢ申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/

　　※ 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、小学校秋季担当の佐藤まで連絡してください。
　
　　　　小学校秋季①担当　＝　佐藤慎之介（090-9185-2193）

２０２３年８月２４日（木）

(２)本競技会は、無観客で実施し、付添者の人数制限も行う。

(３)参加者(付添者を含む)は、後日ＨＰに掲載の「体調管理チェックシート」を準備すること。

(４) 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。

　　※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

(５) 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。
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大会区分　中学

１．期  日 

２．場  所

３．種　目

〔男子〕

〔女子〕

〔男子〕

〔女子〕

４．参加制限 〔男・女〕

５．参加料 〔男・女〕 

６．参加料の振込先

三菱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。

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（８００円）で、当日の販売は行わない。

第４１回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会 大会番号　１０７

２０２３年９月１６日（土）、９月１７日（日）

スポーレ春日井（春日井市朝宮公園陸上競技場）

　第１日（９月１６日）

１　   年 ： ２００ｍ、 ８００ｍ、 １１０ｍＨ(0.914m)、 走高跳

２  　 年 ： ２００ｍ、 ８００ｍ、 ３０００ｍ、 １１０ｍＨ(0.914m)、 走高跳

１ ・ ２年 ： ４×１００ｍR、 棒高跳、円盤投（1.500㎏）

１ ・ ２年 ：  ジャベリックスロー

１   　年 ： ２００ｍ、 ８００ｍ、 １００ｍＨ(0.762m)、 走幅跳、 砲丸投（2.721㎏）

２   　年 ： ２００ｍ、 ８００ｍ、 １００ｍＨ(0.762m)、 走幅跳、 砲丸投（2.721㎏）

１ ・ ２年 ： ４×１００ｍR、 棒高跳、円盤投（1.000㎏）

　第２日（９月１７日）

１　   年 ： １００ｍ、 ４００ｍ、 １５００ｍ、 走幅跳、 砲丸投（4.000㎏）
２   　年 ： １００ｍ、 ４００ｍ、 １５００ｍ、 走幅跳、 砲丸投（5.000㎏）

１ ・ ２年 ： ジャベリックスロー

共　　通 ： ３年１００ｍ、 ３０００ｍ

１ 　  年 ： １００ｍ、 １５００ｍ、 走高跳

２ 　  年 ： １００ｍ、 １５００ｍ、 走高跳

　　 http://nagoyatf.xyz/

共　　通 ： ３年１００ｍ、 ３０００ｍ

(１) １校(クラブ) １種目４名まで。リレーは１校(クラブ) １チーム。

(２) １人２種目まで。（リレーは含まない。）

(３) クラブチームおよび個人での参加は、申込みの際、必ず所属する中学校名を明記する。

(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。

１種目６００円　　　　リレー１チーム７００円

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある
所属名および代表者名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

各種目８位まで表彰する。

　　　              　　　ＷＥＢ申し込みについて

(１) 要覧巻頭の「小中学生関係競技会に関する注意および申し込みについて」も熟読のこと。

※　必要部数を申し込みファイルに必ず入力すること。

※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。

℡（０８０）６９１３－１２６６　名古屋地区情報担当　　今 枝 厚 樹

２０２３年８月３０日（水）
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大会区分　小学生

１．期  日 

２．場  所

３．種  目

４．参加制限

５．注意事項

６．ナンバー
          カード

７．参加料

８．参加料の
　　　　振込先

三菱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

　　・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。

１１．申込締切

１２．その他

(３) 各種目の１団体あたりの人数制限はしない。

名古屋地区小学生秋季第 ２ 回記録会 大会番号　１０８

２０２３年９月２４日（日）

半田運動公園陸上競技場

〔男・女とも個人種目のみ〕

　３年以下 ： ５０ｍ

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

　５　　  年 ： １００ｍ、１０００ｍ、８０ｍＨ(従来の基準)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

　６　　  年 ： １００ｍ、１０００ｍ、８０ｍＨ(従来の基準)、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投

(１) 「１人１種目」とする。

(２) 申込みの際、必ず所属する小学校名を明記する。

(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」）

(２) 走高跳は、１つの高さの試技を３回とする。

(３) 走幅跳、ジャベリックボール投は、試技回数を３回とし、トップ８は行わない。

アスリートビブス（ナンバーカード）については、４年生以上は県登録アスリートビブス（ナ
ンバーカード）を使用する。

（３年生以下は、各団体で割り振ったアスリートビブス〔ナンバーカード〕を使用する。）

１種目 ５００円　

※振り込む際には、必ず申込一覧表にある団体名および代表者名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

各種目８位まで表彰する。

１０．申込場所・方法など

　　　           　　　ＷＥＢ申し込みについて

　　 http://nagoyatf.xyz/

　※ 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、小学校秋季担当の佐藤まで連絡してください。
　
　　　　小学校秋季担当　＝　佐藤慎之介（090-9185-2193）

(５) 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。

２０２３年９月１１日（月）

(１) 要覧巻頭の「小中学校関係競技会に関する注意および申し込みについて」も参考にご覧ください。 

(２)本競技会は、無観客で実施し、付添者の人数制限も行う。

(３)参加者(付添者を含む)は、後日ＨＰに掲載の「体調管理チェックシート」を準備すること。

(４) 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。

　　※　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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大会区分　一般

１．期  日 

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種　目 ◎第１日

（男子）

１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、１００００ｍ、１１０ｍＨ(1.067m)、３０００ｍＳＣ(0.914m)、４×１００ｍＲ

棒高跳、三段跳、砲丸投(7.260kg)、やり投(0.800kg)

OP砲丸投(6.000kg)、OP砲丸投(5.000kg)

（女子）

１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、１００ｍＨ(0.840m)、４×１００ｍＲ

棒高跳、走幅跳、砲丸投(4.000kg)、やり投(0.600kg)

OP砲丸投(2.721kg)

◎第２日

（男子）

２００ｍ、８００ｍ、５０００ｍ、４００ｍＨ(0.914m)、５０００ｍＷ、４×４００ｍＲ

走高跳、走幅跳、円盤投(2.000kg)、ハンマー投(7.260kg)

OP円盤投(1.750kg)、OP円盤投(1.500kg)、OPハンマー投(6.000kg)

（女子）

２００ｍ、８００ｍ、４００ｍＨ(0.762m)、５０００ｍ、５０００ｍＷ、４×４００ｍＲ

走高跳、三段跳、円盤投(1.000kg)、ハンマー投(4.000kg)

４．参加について ・他地区,他県登録者の参加は認めていません。

・本年度の登録を完了してください。

・１人３種目（リレー種目は除く）。

・中学生の出場は,太字・下線で示した種目に限ります。

・大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。

・リレーは１団体１チームとします。（リレー種目には標準記録がありません）

５．運営について

・５０００mWは参加人数によっては、男女混合で実施します。その場合の制限時間は３５分とします。

・男子１００００mは４０分、男子５０００ｍＷは３０分、女子５０００ｍＷは３５分、男子３０００ｍＳＣは１５分、
　女子３０００ｍＳＣは２０分で競技を打ち切ります。

・棒高跳の試技は、男子３ｍ５０、女子２ｍ２０から行います。
　（天候・その他の理由で開始の高さを変更する場合があります）

第５１回名古屋地区陸上競技選手権大会

各種目の出場可能な人数をターゲットナンバーとして設定します。エントリー数でターゲットナンバーを超え
ることが生じた場合は、下記の参加標準記録を有していても参加できない場合があります。

・三段跳の踏切版は、男子１１ｍ、女子８ｍで実施します。

2023年9月30日(土) 10月1日(日)

9月30日(土)

10月1日(日)

・中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。

・表に記載する標準記録（記録は昨年度のまま。本年度用は８月中にアップします）を超えた方のみ
　申込できます。
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６．申込について

①Webで申し込みをしてください。

　申込アドレス http://nishi-nans21v.com/
詳細は、申込方法のページをご確認願います。

＊申込締切後、資格審査を行い正式参加者を９月１２日（火）までに名古屋地区陸協HPに掲載します。 

②正式参加者に名前があることを確認し、参加料を振り込んでください。

☆ゆうちょ銀行

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会
金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）
②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

個人登録の方 は、愛知陸協は使用せずに、個人名で振込を行ってください。

③郵送してください。

・印刷シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

７．参加料 １種目　高校生以上８００円　中学生６００円　　

リレー　１チーム１２００円

プログラム事前申し込み１部 １４００円

８．申込期間

①受付期間 ～ 9月4日(月)

＊参加料の振込は、エントリー確定後に行ってください。

②振込期間 ～ 9月20日(水)

③郵送期間 ～ 9月21日(木)

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人
数一覧表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱
票を使用し、下記の事項を必ず記入してください。

　この大会のほとんどの種目には標準記録があります。申込時には公認記録が必要です。
申込時に参加資格に内容（記録など）に記入漏れや間違いがあった場合は、受け付けません。

2023年9月15日(金)

2023年8月25日(金)

2023年9月12日(火)

感染予防対策のため、各受付で体調管理シートの確認を行います。
　・出場する選手は自分の出場種目の競技時間２時間前に来場し、南門ゲートで受付をしてください。
　・マネージャー・部顧問・引率責任者は競技場正面出入口前で受付をしてください。
　・各チームのマネージャーと入場許可証のある方のみ、メインスタンドの使用を許可します。
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９．表彰について

10．その他

・競技中に発生した負傷・傷病の応急処置は主催者において行いますが、以後の責任は負いません。

・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づいて
取り扱います。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、その他競技運営
及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
　　①この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
　　②本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか選手の氏名・
　　　　所属・学年を含みます。

各種目とも優勝者には賞状と選手権賞、２位～８位までには賞状を授与します。表彰式は優勝者のみ行います。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

・時間プロ,受付一覧,大会注意事項,エントリーリストは,大会７日程度前に愛知陸協ホームページにアップします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

問い合わせ先　名古屋地区陸上競技協会　安田　090-1624-5734
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11.標準記録・ターゲットナンバー　＊標準記録は昨年度のものです。今年度の標準記録は８月中にＨＰに掲載します。

種目
ターゲットナ
ンバー

種目
ターゲットナン
バー

100m 設定しません 100m 設定しません

200m 設定しません 200m 設定しません

400m 設定しません 400m 設定しません

800m 設定しません 800m 設定しません

1500m 64 1500m 64

10000m 24

110mH 48 100mH 48

400mH 40 400mH 40

3000mSC 30 3000mSC 30

5000mW 16 5000mW 16

4×100mR 40 4×100mR 40

4×400mR 40 4×400mR 40

走高跳 30 走高跳 30

棒高跳 20 棒高跳 20

走幅跳 40 走幅跳 40

三段跳 32 三段跳 32

7.260kg ７ｍ００

6.000kg ９ｍ５０

2.000kg ２２ｍ００

1.750kg ２５ｍ００

7.260kg 設定しません

6.000kg 設定しません

やり投 32 やり投 32

355000m
※３０００ｍ　10.00.00

５０００mの標準記録突破者が６４
名に満たない場合に限り、3000m
の上位記録者から追加します。

64 5000m

16.55.00

53.60 1.04.00

2.06.00 2.36.00

4.30.00 5.50.00

記録 記録

４１ｍ００ ３０ｍ００

設定しません

円盤投(2.000kg) 設定しません
円盤投

(1.000kg)
２０ｍ００ 設定しません

ハンマー投
(7.260kg)

設定しません
ハンマー投
(4.000kg)

設定しません 設定しません

６ｍ００ ４ｍ８０

1１ｍ００ ８ｍ３０

砲丸投(7.260kg) 設定しません
砲丸投

(4.000kg)
７ｍ５０

設定しません

１ｍ７０ １ｍ４０

設定しません 設定しません

設定しません 設定しません

設定しません

設定しません

設定しません

設定しません

設定しません

設定しません 設定しません

設定しません 設定しません

設定しません
(25分で競技を打切ります)

設定しません

11.80 13.20

23.40 27.80

男子 女子

参加標準記録(上記の記録）を規定有効期間内に突破した競技者。
（有効期間２０２０年１月１日～２０２３年９月３日）

各種目の出場可能な人数をターゲットナンバーとして設定します。エントリー数でターゲットナンバーを超えること
が生じた場合は、上記の参加標準記録を有する競技者であっても参加を制限されることがあります。
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大会区分　一般

無　　　印　→　すべての方が出場できます(中学生以上、小学生は不可)。

一　　　般　→　一般・大学生のみ出場できます。

高校生以上　→　高校生以上が出場できます。

高　校　生　→　高校生のみ出場できます。

中　学　生　→　中学生のみ出場できます。

１．期  日        10月14日(土)

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種　目 第１日

（男子）１００ｍ、８００ｍ、高校生以上１１０ｍＨ (1.067m)、１１０ｍＨ(0.991m)

 １１０ｍＨ（0.914m)、棒高跳、三段跳、一般円盤投(2.000kg)

 高校生以上円盤投(1.750kg)、中学生円盤投(1.500kg)、一般ハンマー投(7.260kg)

 高校生以上ハンマー投(6.000kg)

（女子）１００ｍ、８００ｍ、高校生以上１００ｍＨ(0.838m)、１００ｍＨ(0.762m/8.5m)

中学生１００ｍＨ(0.762m)、棒高跳、走幅跳、円盤投(1.000kg)、高校生以上ハンマー投(4.000kg)

第２日目

（男子）２００ｍ、４００ｍ、３０００ｍ、高校生以上５０００ｍ、高校生以上４００ｍＨ(0.914m)

　走高跳、走幅跳、一般砲丸投(7.260kg)、高校生砲丸投(6.000kg)、中学生砲丸投(5.000kg)

　高校生以上やり投(0.800kg)

（女子）２００ｍ、４００ｍ、３０００ｍ、高校生以上５０００ｍ、高校生以上４００ｍＨ(0.762m)

　走高跳、三段跳、砲丸投(4.000kg)、中学生砲丸投(2.721kg)

　高校生以上やり投(0.600kg)

４．参加について ・他地区,他県登録者の参加は認めていません。

・１人１日１種目（リレー種目は除く）。

・中学生の出場は,太字・下線で示した種目に限ります。

・大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。

・リレーは１団体１チームとします。

５．運営について

・男子３０００ｍは１３分、男子５０００ｍは２０分、女子３０００ｍは１５分、女子５０００ｍは２８分で競技を打ち切ります。

名古屋地区秋季陸上競技大会

2023年10月8日(日)

・中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。

・トラック種目はすべてタイムレースとします。

・フィールド長さを競う種目については、すべて３回試技とします。

･フィールド種目は参加人数に応じて組分けを行います。スタートリストで確認をお願いします。

・男子三段跳は１０ｍ ,女子三段跳は８ｍ の踏切板を使用する予定です。

感染予防対策のため、各受付で体調管理シートの確認を行います。
　・出場する選手は自分の出場種目の競技時間２時間前に来場し、南門ゲートで受付をしてください。
　・マネージャー・部顧問・引率責任者は競技場正面出入口前で受付をしてください。
　・各チームのマネージャーと入場許可証のある方のみ、メインスタンドの使用を許可します。
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６．申込について

①Webで申し込みをしてください。

　申込アドレス http://nishi-nans21v.com/
詳細は、申込方法のページをご確認願います。

②参加料を振り込んでください。

☆ゆうちょ銀行

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会
金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）
②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

個人登録の方 は、愛知陸協は使用せずに、個人名で振込を行ってください。

③郵送してください。

・印刷シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを貼付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

７．参加料 １種目　高校生以上８００円　中学生６００円　

プログラム事前申し込み１部 １４００円

８．申込期間等 ①受付期間 9月5日(火) ～ 9月13日(水)

②振込期間 9月6日(水) ～ 9月14日(木) 振り込み期間をお守りください

③郵送期間 9月7日(木) ～ 9月15日(金)

９．表彰について この大会に表彰はありません

10.その他

･申し込みの記録で組み分けをします。記録は公認である必要はありません。記録の未記入や桁
の入力間違え等で組分けに不利が生じても、主催者は一切責任を負いませんのでご注意くださ
い。

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一覧表」の貼付
欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用し、下記の事項を必ず記
入してください。

・時間プロ,受付一覧,大会注意事項,エントリーリストは,大会７日程度前に愛知陸協ホームページにアップしま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

問い合わせ先　名古屋地区陸上競技協会　安田　090-1624-5734
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・競技中に発生した負傷・傷病等の応急処置は主催者において行いますが,以後の責任は負いませ
ん。

・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針
に基づいて取り扱います。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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
　　①この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
　　②本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか
　　　選手の氏名・所属・学年を含みます。
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大会区分　一般

無　　　印　→　すべての方が出場できます(中学生以上、小学生は不可)。

一　　　般　→　一般・大学生のみ出場できます。

高校生以上　→　高校生以上が出場できます。

高　校　生　→　高校生のみ出場できます。

中　学　生　→　中学生のみ出場できます。

１．期  日        

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種　目 （男子）

１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、高校生以上４００ｍＨ(0.914m)、４×１００ｍＲ,

　走高跳、走幅跳、一般砲丸投(7.260kg)、高校生砲丸投(6.000kg)

中学生砲丸投(5.000kg)、一般円盤投(2.000kg)、高校生円盤投(1.750kg)

中学生円盤投(1.500kg)、高校生以上やり投(0.800kg)

(女子）

１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、高校生以上４００ｍＨ(0.762m)、４×１００ｍＲ，

走高跳、走幅跳、高校生以上砲丸投(4.000kg)、中学生砲丸投(2.721kg)

円盤投(1.000kg)、高校生以上やり投(0.600kg)

４．参加について ・他地区,他県登録者の参加は認めていません。

・１人１種目（リレー種目は除く）。

・中学生の出場は,太字・下線で示した種目に限ります。

・大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。

・リレーは１団体１チームとします。

５．運営について

６．申込について

①Webで申し込みをしてください。

　申込アドレス http://nishi-nans21v.com/
詳細は、申込方法のページをご確認願います。

愛知陸協の２０２３年度の選手登録は２０２３年１１月末までです。

2024年3月20日(水･祝)

名古屋地区プレシーズンゲーム

・中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。

感染予防対策のため、各受付で体調管理シートの確認を行います。
　・出場する選手は自分の出場種目の競技時間２時間前に来場し、南門ゲートで受付をしてください。
　・マネージャー・部顧問・引率責任者は競技場正面出入口前で受付をしてください。
　・各チームのマネージャーと入場許可証のある方のみ、メインスタンドの使用を許可します。

・トラック種目はすべてタイムレースとします。

・フィールド長さを競う種目については、すべて３回試技とします。

･フィールド種目は参加人数に応じて組分けを行います。スタートリストで確認をお願いします。

・同時進行になる競技があっても、タイムテーブルは考慮しません。

･申し込みの記録で組み分けをします。記録は公認である必要はありません。記録
の未記入や桁の入力間違え等で組分けに不利が生じても、主催者は一切責任を負い
ませんのでご注意ください。
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②参加料を振り込んでください。

☆ゆうちょ銀行

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会
金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）
②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

個人登録の方 は、愛知陸協は使用せずに、個人名で振込を行ってください。

③郵送してください。

・印刷シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを貼付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

７．参加料 １種目　高校生以上８００円　中学生６００円　

リレー　１チーム１２００円

プログラム事前申し込み１部 １４００円

８．申込期間 ①受付期間 ～ 2月26日(月)

②振込期間 ～ 3月1日(金)

③郵送期間 ～ 3月2日(土)

９．表彰について この大会に表彰はありません

10.その他

問い合わせ先　名古屋地区陸上競技協会　安田　090-1624-5734

・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護
方針に基づいて取り扱います。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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
　　①この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
　　②本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか
　　　選手の氏名・所属・学年を含みます。

・競技中に発生した負傷・傷病等の応急処置は主催者において行いますが,以後の責任は負いません。

2024年2月21日(水)

2024年2月22日(木)

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

・時間プロ,受付一覧,大会注意事項,エントリーリストは,大会７日程度前に愛知陸協ホームペー
ジにアップします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

2024年2月20日(火)

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一
覧表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用
し、下記の事項を必ず記入してください。
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名古屋市陸上競技協会主催大会
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大会区分　一般・中学・小学

１．期  日        8月20日(日)

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種  目 一般公認の部（陸連登録者。社会人・大学生）

男子

１日目

１００ｍ、２０００ｍ、４×１００ｍＲ、走幅跳、砲丸投(7.260kg）

女子

１日目

１００ｍ、２０００ｍ、４×１００ｍＲ、走幅跳、砲丸投(4.000kg）

一般非公認の部（陸連非登録者。社会人・大学生）

男子

１日目

１００ｍ、２０００ｍ（39歳以下）、２０００ｍ（40歳代）、２０００ｍ（50歳代）、２０００ｍ（60歳代）、

２０００ｍ（70歳以上）、走幅跳、砲丸投(7.260kg）

女子

１日目

１００ｍ、２０００ｍ（39歳以下）、２０００ｍ（40歳代）、２０００ｍ（50歳代）、２０００ｍ（60歳代）、

２０００ｍ（70歳以上）、走幅跳、砲丸投(4.000kg）

高校生の部（陸連登録者のみ）

男子

１日目

１００ｍ、４×１００ｍＲ、走幅跳、砲丸投(6.000kg）、円盤投(1.750kg）、ハンマー投(6.000kg)

２日目

４００ｍ、１５００ｍ、１１０ｍH(1.067m)、４×４００ｍＲ、走高跳、やり投(0.800kg）

女子

１日目

１００ｍ、４×１００ｍＲ、走幅跳、砲丸投(4.000kg）、円盤投(1.000kg)、ハンマー投(4.000kg)

２日目

４００ｍ、１５００ｍ、１００ｍH(0.840m)、４×４００ｍＲ、走高跳、やり投(0.600kg）

中学生の部（陸連登録者のみ）

男子

１日目

１００ｍ、４×１００ｍＲ、走高跳、円盤投(1.500kg)

２日目

４００ｍ、１５００ｍ、１１０ｍH(0.914m)、走幅跳、砲丸投(5.000kg）

女子

１日目

１００ｍ、４×１００ｍＲ、走高跳、円盤投(1.000kg)

２日目

２００ｍ、８００ｍ、１００ｍH(0.762m/8.0m)、走幅跳、砲丸投(2.721kg）

男女

混合４×４００ｍＲ

第65回　なごや市民スポーツ祭

2023年8月19日(土)

*2023年2月現在の予定です。
　正式な要項は,2023年6月中に
　名古屋地区陸上競技協会HPに掲載します。
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小学生の部（陸連登録者・陸連未登録者）

＊1000m以外のトラック種目ではスターティングブロックを使用します。

＊すべての種目で陸上競技用のスパイクシューズを使用することができます。

男子

１日目

４年５０ｍ、５年１００ｍ、６年１００ｍ、４年４×１００ｍＲ、５年４×１００ｍＲ、６年４×１００ｍＲ

２日目

４年１０００ｍ、５年１０００ｍ、６年１０００ｍ、４年走高跳、５年走高跳、６年走高跳、

４年走幅跳、５年走幅跳、６年走幅跳、４年ジャベボール、５年ジャベボール、６年ジャベボール

女子

１日目

４年５０ｍ、５年１００ｍ、６年１００ｍ、４年４×１００ｍＲ、５年４×１００ｍＲ、６年４×１００ｍＲ

２日目

４年１０００ｍ、５年１０００ｍ、６年１０００ｍ、４年走高跳、５年走高跳、６年走高跳、

４年走幅跳、５年走幅跳、６年走幅跳、４年ジャベボール、５年ジャベボール、６年ジャベボール

男女

４年４×１００ｍＲ、５年４×１００ｍＲ、６年４×１００ｍＲ

＊男女混合リレーは男子２名、女子２名です。走順は自由です。

４．参加について ・一般公認の部　　　 名古屋地区登録競技者かつ名古屋市在住、在勤、在学の社会人、大学生。　　　

　　　　　　　　　　　　　１人１種目（リレーは除く）

・一般非公認の部　　名古屋市在住、在勤、在学の社会人、大学生。　　　

　　　　　　　　　　　　　１人１種目

・高校生の部　　　　　名古屋地区登録競技者かつ名古屋市内の高等学校に在学している高校生

　　　　　　　　　　　　　１校１種目２名まで（１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍは３名まで）

　　　　　　　　　　　　　１人１種目（リレーは除く）

・中学生の部　　　　　名古屋地区登録競技者かつ名古屋市内の中学校に在学している中学生

　　　　　　　　　　　　　１校（団体）１種目２名まで（１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍは３名まで）

　　　　　　　　　　　　　１人１種目（リレーは除く）

・小学生の部　　　　　         名古屋市内の小学校に在学している小学生

　　　　　　　　　　　　　１人１日１種目（リレーは除く）

・他地区、他県登録者の参加は認めていません。

・申込記録によって、番組編成を行います。記録は公認である必要はありません。

・小学生の部の競技は、公認選手と非公認選手と一緒に競技を行います。このため記録は、すべて非公認と

　なります。順位・表彰も公認選手と非公認選手を合わせた順位となります。

５．参加料 高校生以上　1種目５００円、リレー１チーム５００円　　中学生　1種目４００円、リレー1チーム４００円

小学生１種目３００円、リレー1チーム３００円　

プログラムは１冊１４００円で販売します。

６．申込ｱﾄﾞﾚｽ 陸連登録競技者・団体

http://nishi-nans21v.com/

陸連非登録競技者は、以下のアドレスにメールを送り、申し込みファイルを受け取ってください。

＊一般非公認の部→ yoshikosy@outlook.com

＊小学生非登録者→ nagoya.k5610018@gmail.com

７．申込期間等 ①受付期間 ～ 7月28日(金)

②振込期間 ～ 8月1日(火)

③郵送期間 ～ 8月2日(水)

申し込みファイルの印刷用紙をプリントアウトし、参加料振込用紙のコピーを裏面に貼付して、

〒４６３－８７９９　守山郵便局私書箱１４号　名古屋地区陸上競技協会　まで郵送してください。

2023年7月21日(金)

2023年7月25日(火)

2023年7月25日(火)
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８．大会参加料の納入先

☆ゆうちょ銀行

口座番号 記号　12050 口座番号　12823231

加入者名 口座名義　　名古屋市陸上競技協会

ゆうちょ銀行以外から振り込みを行う場合

店名 二〇八 店番 ２０８

貯金種目 普通貯金 口座番号 １２８２３２３

口座名義 名古屋市陸上競技協会

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名がわからなくなりますので振込団体名にｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂは、絶対に付けないでください

９．競技について ・トラック種目は、すべてタイムレースとします。

・フィールド種目の長さを競う種目の試技数は３回までとします。

10．表彰について ・１位と２位にはメダルと賞状、３位に賞状を授与します。

11．問い合わせ先 ・一般公認の部　高校生の部

　　安田　純久　　０９０－１６２４－５７３４

・一般非公認の部

　　吉越　明　　　０９０－７６７７－８９３３ 中学校・小学校の担当は未定です。

・中学生の部

　　柏原　裕士　　０５２－７７４－２８６１（藤森中学校）

・小学生の部

　　佐藤　慎之介　０５２－８３１－７２４１（陽明小学校）

・公認選手のweb申し込みに関する問い合わせ

　　谷口　直土　　０９０－３３８９－５３６７　　nagoyat_f@yahoo.co.jp

11．その他

・個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基
づいて取り扱います。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、そ
の他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
＊本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか選手の氏名・
所属・学年を含みます。

・時間プログラム、スタートリスト、競技注意事項は、大会７日ほど前に愛知陸上競技協会（名古屋地区)
　ホームページにアップします。

・競技中に発生した傷病の応急処置は主催者において行いますが、以後の責任は負いません。
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