
        2019 年 札幌市室内陸上競技大会  開催要項 

  １. 主  催 一般財団法人 札幌陸上競技協会 

 

  ２. 共  催 一般財団法人 さっぽろ健康スポーツ財団   

 

 ３. 後  援 読売新聞 北海道支社 

 

 ４. 日  時 2019年3月17日（日）7:00開門,8：30競技開始（予定） 

 

  ５. 場  所 札幌コミュニティードーム（つど－む） 札幌市東区 栄町885番地 Tel 011－784－2106   

        （交通機関）地下鉄東豊線 栄町下車 2番出口 徒歩8） 

  ※駐車場利用のご利用に際には，場内係員の誘導に従って駐車するようお願いします。 

   満車の場合はお待ちいただくことになります。 

 

  ６. 競技カテゴリーおよび種目 

 男 子（15 種目） 

        ・小1,2 60m 

        ・小3,4 60m, 800m, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

        ・小5,6 60m, 1500m, 走高跳, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

・中学生 60m, 300m, 1500m, 3000m, 60mH, 走高跳, 砲丸投(5.0kg) 

         女 子 （15 種目） 

        ・小1,2 60m  

        ・小3,4 60m, 800m, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

        ・小5,6 60m, 800m, 走高跳, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

・中学生 60m, 300m, 1500m, 3000m, 60mH, 走高跳, 砲丸投(2.721kg) 

         オープン種目 (大会当日9:30～11:00の間に大会本部で受け付けます。) 

未就学児30m,一般男女60m 

 

  ７. 参加資格 小学生：日常的にトレーニングを行い，陸上競技規則を理解している者。 

         中学生： 

          各校陸上部またはクラブチームに所属し，日常的にトレーニングを行っている者。 

         ＊中学3年生の出場においては，練習を継続している者に限る。 

         本大会終了後，アスリートランキングおよび札幌陸協ホームページにて，個人名・所属・記録を掲

載するため，これを了承する者 

（個人情報について本大会に利用するものとし，これ以外の目的に利用することはありません。） 

  ８. 出場制限 1人2種目以内 

                              

  ９. 参加料  1種目600円2種目1000円 

         札幌陸協所属以外は，AR使用料 

         一人200 円が別途かかります。 

未就学児の参加料は無料です。 
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大会参加料は，３月４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  02790-0-101525 

加入者名   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。 



 １０. 申込方法 アスリートランキング（ http://www.athleteranking.com/ ）よりエントリーを行ってください。 

         エントリーには，IDとパスワードが必要です。(平成30年度のものを使用) 

         ID の割り当ての無い参加希望者は，2019 年２月 14 日(木)までに,所属代表者を通してメールで

(link@plum.ocn.ne.jp)に問い合わせ，IDとパスワード・ナンバーを取得してください。土曜・日曜・

祝日を除く3日以内に返信いたします。（ナンバーカードは各自でご用意ください。18cm×25cm 2

枚）詳しくは、札幌陸協ＨＰ「ナンバーカード作成の仕方」をご覧ください。 

 

 １１．申込期日 

     (1) 2019年２月14日（木）までにＩＤ・パスワード・ナンバーカード番号を問い合わせてください。 

       (link@plum.ocn.ne.jp) 

       遅れると、エントリーに間に合わないことがあります。 

     (2) 2019年３月３日（日）23:59までに、アスリートランキングへの入力を済ませてください。 

期日を過ぎた場合は受け付けません。 

     (3) 2019年３月４日（月）までに参加料を振り込んでください。 

     (4) 2019年３月５日（火）までに送金連絡票をメールまたはFaxで送ってください。 

 

１２．注意事項 

(1) 60m，60mHに申し込む場合の個人記録は100ｍおよび110mH（女子は100mH） 

   300mに申し込む場合は，400m(中学女子の場合は200m)の記録を記入願います。 

   また，競技運営上の都合により，周回遅れの競技者は，競技を中止させる場合があります。 

(2) 1500mをこえる競技は，２階ランニングコースを使用して行います。  

  ただし，小学生の長距離種目は，危険防止のため１Fフロアのトラックを使用します。   

（3）スパイクは使用できません。スパイクピンを抜いて使用することはできますが，金属の突起部 

                   がとび出していないことが条件となります。 

         (4) 小学生の走高跳は，「はさみ跳び」で足裏からの着地でない場合は無効試技となります。 

    ただし、小学校６年生は背面跳びは可とします。 

         (5) スタートはイングリッシュコマンドで行い，不正スタートした競技者は1回で失格とします。 

なお，小学生は従来通り「位置について」「用意」で行い，フライングは１人２回で失格となり

ます。 

(6) 練習用ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙは各自用意願います。試合では主催者が用意したものを使用します。 

  (7) 開門は７時を予定しています。それより早くは来ないようにお願いします。 

  (8) 駐車スペースが限られていますので、譲り合っての利用をお願いします。 

    できるだけ、公共交通機関をご利用ください。 

  (9) 大型バスで来る団体は,その旨をFAXまたはメールでお知らせください。 
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 １３. その他  

(1) プログラムは，当日朝，受付で配布します（５人で１冊）。 

            (2) 参加者は，万一の事故の場合，責任を持てませんので，傷害保険に加入しておいてください。 

(3) ナンバーカードは平成30年度札幌記録会で使用した番号を継続して使用します。（安全ピンは

各自で用意）札幌記録会の番号のない参加希望者は，所属チーム監督(代表者)を通し，下記あ

てにメールでお問い合わせください。 

(4) 中学60mについては，上位6名ずつＡ・Ｂ決勝を行います。(1～6はＡ 7～12はＢ) 

(5) 各カテゴリーで種目1位となった選手にはメダル，３位までの選手には賞状を授与します。 

(6) 当日，選手を引率されるチーム方にも競技会運営の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。 

  また，補助員もお願いします。 

(7) 銀行に振り込みをされましたら，送金連絡票をEメールまたは，FAXで送付してください。 

 

＊競技の順序などについては，2018 年大会を参考にしてください。（札幌陸協HP 参照） 

 

１４. 問い合わせ先  

        ID・パスワード・ナンバーカードについて                 link@plum.ocn.ne.jp  
                競技会全般について      〒062-0033 札幌市豊平区西岡３条１２丁目１－１ 

札幌市立西岡中学校内 斉藤 一幸  Tel  011�583-3560 

                              Fax  011�583-1216 

       電話での問い合わせは17:00過ぎにお願いします。 

送金連絡票，問い合わせ先 

                       Eメール sapporokirokukai@yahoo.co.jp   
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送 金 連 絡 票     

         sapporokirokukai@yahoo.co.jp 

        FAX 011-583-1216 

大会名 2019 札幌市室内陸上大会   
■基本事項 

所 属 

�チーム・学校�   

所属陸協 

  

  

  

陸協所属  ※所属を決めてください。 

 ※札幌陸協所属以外は、��使用料一人����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   

住所 〒 

連絡先   

連絡先�携帯�   

■参加料・AR 使用料     

 １種目参加料 600 600  200 
  

 ２種目参加料 1000 1000  200 

     小学生 中学生  AR 使用料 小計 合計 

札
幌
陸
協
所
属 

男 子 
�種目         

 
�種目         

女 子 
�種目         

�種目         

他
陸
協
所
属 

男 子 
�種目      

 
�種目      

女 子 
�種目      

�種目      

■補助役員（生徒） 

全日  名可能 

午前  名可能 

午後  名可能 

※補助員のお手伝いをお願いします。              

※１名でもかまいません。 

※補助役員にも手当があります。昼食はありません。 

■審判（または審判のお手伝い）希望 

  氏 名 希望審判、お手伝い 

引率①    

引率②     

引率③     

※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。 



※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。 

 

■留意事項     

大会参加料は、2109 年３月４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  02790-0-101525 

加入者名   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、または審判のお手伝いの業務の希望は下の表から選んで下さい。 

Ｇ・決勝審判員兼計時員を希望する方は、ストップウォッチをご用意ください。 

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・マーシャル（場内司令）   

Ｆ・監察員   

Ｇ・決勝審判員兼計時員（ストップウォッチを用意） 

Ｈ・周回記録員   

Ｉ・表彰係   

Ｊ・スターター・リコーラー   

Ｋ・用器具係   

Ｌ・跳躍審判員   

Ｍ・投擲審判員   

Ｎ・医務員   

 


