第 29 回川崎静一郎記念陸上競技大会開催要項兼第 25 回北海道陸上競技フェスティバル
１．主催 （一財）北海道陸上競技協会 （一財）札幌陸上競技協会
２．後援 札幌市 札幌市小学校長会 （一財）札幌市体育協会 札幌中央ライオンズクラブ
３．協賛 日本栄養食品株式会社
４．期日

2018 年９月８日（土）９：００競技開始 ８：３０開始式 ７：３０受付開始 ７：００開場

５．場所 札幌市円山陸上競技場 札幌市中央区宮ヶ丘３番地外 Tel011-641-3015
（交通機関 地下鉄東西線 円山公園駅下車 ３番出口 徒歩１５分）
６．種目
●中学男子の部

今年度の全道新人戦出場予定の１・２年生 100m，1500m，4x100mR

●小学男子の部

３年生 100m,800m,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
４年生 100m,800m,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
５年生 100m,1500m,80mH,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
６年生 100m,1500m,80mH,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
３・４年生 4x100mR
５・６年生 4x100mR

●中学女子の部

今年度の全道新人戦出場予定の１・２年生 100m，800m，4x100mR

●小学女子の部

３年生 100m,800m,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
４年生 100m,800m,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
５年生 100m,800m,80mH,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
６年生 100m,800m,80mH,走幅跳,ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
３・４年生 4x100mR
５・６年生 4x100mR

７．競技規則
2018 年（公財）日本陸上競技連盟競技規則による
８．参加資格
小学校３年生以上、中学１・２年（今年度全道新人戦出場予定者、予定チーム）
※本大会終了後、アスリートランキング及び札幌陸協ＨＰにて、個人名・所属・記録を掲載するため、
これを了承するものとし、これ以外の目的に利用することはありません。
９．参加制限
・一人２種目まで（リレーを除く）
（リレー種目は１団体のチーム数に制限は設けません）
・リレーは２チームにまたがっての出場はできません。
・リレーのチームは５名以内です。人数がそろわない場合は、上の学年の競技に出場できます。
（例 ４年生２名、５年生１名、６年生１名の場合、５・６年生リレーに出場できる）
・中学校の種目について
今年度の全道新人戦の出場予定者のみとする。本大会実施種目以外でも今年度全道新人戦の出場権を得た
生徒は、本大会実施種目に出場できる。つまり、棒高跳で全道新人戦の出場予定者は、100m、1500m に出
場することができる。
中学校リレーは、今年度全道新人戦予定チームのみとする。全道新人戦の標準記録を突破したチームは
８月 14 日（火）までに申し込むこと。リレーの参加料も含めて振り込むこと。
中学生のリレーの標準記録を突破していなくて、本大会のリレーに出場希望チームは札幌市新人戦大会の

8 月 26 日（日）の申し込みを認める。札幌市新人戦で標準記録を突破したチームで、本大会に出場を希望
するチームの代表は、リレーの名簿を本大会総務に札幌市新人戦の会場で参加料と共に提出すること。札
幌以外のチームで 8 月 14 日までに標準記録を突破していない場合も上記と同様の申し込みとする。但し
参加料は AR 使用料 200 円がかかる。
１０． 参加料
中学生 １種目 1100 円、２種目 1600 円 リレー１チーム 1300 円
小学生 １種目 900 円、２種目 1400 円、
リレー１チーム 1100 円

大会参加料は，８月 15 日(月)までに，下記の口座に
振り込みをお願いいたします。

参加料は、右記の要領で振り込みください。

ゆうちょ銀行 口座記号番号

※札幌陸上競技協会登録者以外はアスリートラ

加入者名

ンキング使用料として、１名につき 200 円を
徴収します。

02790-0-101525

一般財団法人 札幌陸上競技協会

＊振り込みの際には，必ず通信欄に「大会名 所属名」
を記入してください。送金連絡票もお願いいたします。

リレーのみの参加者についても、札幌陸協登
録者以外はアスリートランキング使用料として１人 200 円を徴収します。
１１． 申し込み方法
（１） アスリートランキング（http://www.athleteranking.com/）よりエントリー（申し込み）を行ってく
ださい。
（２） エントリーには、割り当ての①ＩＤが必要です。また、所属団体に割り当てられている②2018 年度
ナンバーカード番号が必要です。
※上記①の割り当てのない参加希望者は所属団体代表を通してメール（link@plum.ocn.ne.jp）で問い合
わせをし、①を取得してください。
「選手登録「が必要です。
※上記②の割り当てナンバーについて、小学生やクラブチームで出場の場合は今年度登録のナンバーを
使用してください。
※小学生、クラブチームでこの大会が札幌陸協主催大会初出場の選手はＩＤ取得の宛先にメールで問い
合わせてください（link@plum.ocn.ne.jp）
。
小学生個人参加は小学校名と氏名を明記（小学校単位で申し込む場合は男子○名、女子○名と明記）し
てください。その際、
（男）
（女）を氏名の前に明記してください。
土曜・日曜・祝日を除く３日以内に返信いたします。締め切り日に余裕をもってお問い合わせください。
2017 年度に取得されましたＩＤ・パスワード、及びナンバーカード番号は本年３月 31 日をもって
無効となっています。
（３） エントリーの際、できるだけベスト記録を入力してください。
（４） 中学生リレーの申し込み締め切りは、８月 26 日(日)15:00 とする。総務に名簿を提出すること。
１２． 申込期日
アスリートランキングへの入力は、2018 年８月 14 日（火）23:59 までに済ませてください。
参加料の振り込みは、2018 年８月 15 日（水）までにお願いします。
送金連絡票は、2018 年８月 16 日（木）までにメールまたは FAX でお願いします。
※締め切り日を過ぎると、エントリーは一切できません。
※締め切り日までに入力したデータでエントリー完了となります。
※中学生リレーの締め切りは 2018 年８月 26 日(日)15:00 までとし、大会総務に紙の名簿を提出してくださ
い。
※アスリートランキングにエントリー完了の通知機能はありません。

１３． 表彰
１位～３位までの入賞者にメダルと賞状を、４位～８位までの入賞者には賞状を、小学５・６年男女リレー
優勝チームにはカップ（持ち回り）を授与します。
※４位～８位までの賞状はエントランスの棚にいれて置きますので、各自でお持ち帰りください。
※男女各１名に、最優秀選手賞を授与します。
１４． その他
（１） 札幌ライオンズクラブボランティア活動の一環として、表彰のお手伝いをしていただくことになっ
ています。
（２） ナンバーカードはすべての参加団体、個人で準備をお願いすることになります。大会事務局では斡旋
していません。ナンバーカードを肯定する安全ピンも各自で用意してください。
（３） ナンバーカード作成方法は、札幌陸協ＨＰ「ナンバーカード作成の仕方」をご覧ください。
（４） 2018 年度に割り当てのナンバーはアスリートランキングにてエントリーする大会で１年間使用しま
す。
（５） 当日は、午前７時に開門します。
（６） 競技中に発生した障害・疾病などの応急処置は主催者側において行いますが、その後の責任は負いか
ねます。各自でスポーツ傷害保険に加入しておいてください。
（７） スタート～日本語で行い、不正スタートは１人２階で失格となります。
ハードル～スタートから第１ハードルまで 13m、インターバル 7m、高さ 70cm、台数９台、最終ハ
ードルからフィニッシュまで 11m とします。
（８） 参加者は、事前に競技規則等を十分理解した上で参加するようにお願いします。特にトラック競技と
フィールド競技の２種目に出場する場合は注意が必要です。
（９） 競技役員には、参加各校・各チームの顧問・引率者・マネージャーは必ず審判業務についていただく
ようご協力をお願いします。アスリートランキングにエントリーの際，希望される審判名を記入して
ください。審判の方には昼食を用意します。
（１０）

駐車スペースは限られており、大会役員、審判員以外利用できませんのでご了承ください。公

共交通機関または動物園の駐車場（有料）をご利用ください。
（１１）

タイムテーブル、競技注意事項は札幌陸競技協会 HP やアスリートランキングに掲載します。

プログラムは当日朝、受付で配布します（５名で１冊）
。
１５． 問い合わせ
一般財団法人 札幌陸上競技協会 川崎静一郎記念陸上競技大会事務局 Tel/Fax 011-532-2471
〒064-0931 札幌市中央区中島公園１番５号 札幌市中島体育センター内
★アスリートランキング：http://www.athleteranking.com/
★ID 取得、ナンバーカード：link@plum.ocn.ne.jp
★その他：s_rikujou@k3.dion.ne.jp

送金連絡票
sapporokirokukai@yahoo.co.jp
011-583-1213

大会名 2018 川崎静記念陸上大会
■基本事項

所 属
(チーム・学校)
陸協所属

所属陸協

※所属を決めてください。

※札幌陸協所属以外は、AR 使用料一人¥200 が別途かかりま
す。
※札幌の小学生は札幌陸協所属になります。
引率責任者
連絡先
連絡先(携帯)
■参加料・AR 使用料

１種目参加料

900

1100

200

２種目参加料

1400

1600

200

リレー参加料

1100

1300

小学生 中学生

AR 使用料

小計

1 種目
男 子

2 種目
リレー
1 種目

女 子

2 種目
リレー

■審判希望

氏 名

希望審判、お手伝
い

引率①
引率②
引率③
引率④
※引率される方全員に審判、または審判のお手伝いをお願いしています。
昼食を用意します。
※ＡＲで、”審判希望”に入力してもかまいません。

合計

■留意事項
大会参加料は、８月 15 日(月)までに、下記の口座に振り込みをお願いいたします。
ゆうちょ銀行 口座記号番号
加入者名

02790-0-101525

一般財団法人 札幌陸上競技協会

*振り込みの際には、必ず通信欄に 大会名 所属名を記入してください。
◎このファイルを E メールで送付するときには、ファイル名を「団体名」にしてください。
また、E メールの件名も「団体名」にしてください。
本文には団体名、引率責任者の名前を記載してください。
送付先は、「sapporokirokukai@yahoo.co.jp」にお願いします。
追加・変更の場合は、書き換えたファイルを送付してください。
特に返信はしませんので、ご了承願います。
この送金連絡票は、エクセルファイルもあります。
■希望審判一覧
審判・お手伝いの希望は下の表から選んで下さい。

Ａ・一任
Ｂ・アナウンサー
Ｃ・競技者係兼出発係
Ｄ・記録員兼情報処理員
Ｅ・場内司令
Ｆ・監察員
Ｇ・決勝審判員兼計時員
Ｈ・周回記録員
Ｉ・表彰係
Ｊ・スターター
Ｋ・用器具係
Ｌ・跳躍審判員
Ｍ・投擲審判員
Ｎ・医務員

川崎記念陸上大会

中学校リレー申し込み用紙
2018/8/26 提出

出場チーム（中学校）
代表者（引率者）
＜男子＞
No

連絡先

最高記録
競技者名

学年

個人種目

学年

個人種目

１
２
３
４
５
６

＜女子＞

最高記録
競技者名

１
２
３
４
５
６

参加料 １チーム １３００円

（

）チーム

AR 使用料（札幌以外）一人２００円

（

）人

