第 86 回 札幌陸上競技選手権大会開催要項 (案)
1主

催

一般財団法人

2後

援

札幌市 （一財)札幌市スポーツ協会

3協

賛

公益財団法人

4日

時

2021 年 9 月 11 日(土)～9 月 12 日（日） 午前 9 時競技開始(両日とも）

5会

場

札幌市厚別公園競技場

6 競技種目

札幌陸上競技協会

札幌市公園緑化協会

男子種目 ･100m

〒004-0033

200m

400m

札幌市厚別区上野幌 3 条 1 丁目 2 番 1 号

800m

1500m

5000m 110mH 400mH

TEL011-894-1144
3000mSC 5000mW

4×100mR 4×400mR
･走高跳

棒高跳

走幅跳 三段跳

高校円盤投(1.75kg)
女子種目

･100m

200m

砲丸投(7.2kg)

ハンマー投(7.2kg)

400m

高校砲丸投(6kg)

高校ハンマー投(6kg)

800m 1500m 3000m

5000m

円盤投(2kg)

やり投

100mH

400mH 5000mW

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

7 競技方法

2021 年度(公財)日本陸上競技連盟競技規則による。

8 出場資格

2021 年度 (公財)日本陸上競技連盟登録者であること。(小学生は参加できません)中高生は、札幌陸協または、
高体連札幌支部所属であること。競技会当日のインターネット映像配信について承諾する者。

9 出場制限

1 人の出場種目はリレーを除き､1 種目とする。

10 参加申込

個人情報について､大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動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｡ｱｽﾘｰﾄﾗﾝｷﾝｸﾞに入力し､参加申込料を期日までに申し込むこと。
(1) エントリー方法
ｱｽﾘｰﾄﾗﾝｷﾝｸﾞ(http://www.athleteranking.com/)よりエントリーしてください。

※ エントリーには、割り当ての①ID・パスワードが必要です。また、所属団体(中学校・高校など)に割り当てられている
②2021 年度アスリートビブスのナンバー入力が必要です。ご確認の上、お申込みください。
上記いずれかの割り当てのない参加希望者は、所属団体代表を通して、メールで問い合わせいただき（link@plum.ocn.ne.jp）
上記①、②を取得してください。その際、氏名の前に男女の別の記入をお願いします。
※アスリートビブスは各団体・個人で準備してください。
注>ＩＤ･パスワードおよびナンバーは、管理委託先が休業のため、 取得問い合わせに対し、返信が遅れることもあります。
予めご了承願います。
(2)エントリー〆切
8 月 27 日(金)24：00 時間厳守（ｱｽﾘｰﾄﾗﾝｷﾝｸﾞ入力完了

※団体の場合は審判希望も入力願います。）

(3) 参加料受付 8 月 30 日（月）までに必ず済ませ、大会当日の受付作業の簡略化にご協力ください。
ア.口座振込

ゆうちょ銀行

02790-0-101525

一般財団法人札幌陸上競技協会
※必ず添付ファイルの送金連絡票にて、送金された方の氏名とチーム名を電子メールまたは Fax で
ご連絡ください。電子メール sapporokirokukai@yahoo.co.jp

Fax011(532)2471

イ.郵送の場合 〒064-0931 札幌市中央区中島公園 1 番 5 号中島体育センター内
札幌陸上競技協会 札幌陸上競技選手権大会事務局宛

011-532-2471

※郵送の場合
(4)

参加料

高校生

中学生

2,400 円

2,200 円

1,400 円

リレー1 チーム 2,900 円

2,400 円

2,000 円

1 種目出場

一 般

8 月 25 日(水)必着

※札幌陸上競技協会登録者以外はアスリートランキング使用料として１名つき 200 円を別途徴収します。

11 競技日程

第１日目(男子)100m

400m

棒高跳
(女子)100m
12 表

彰

1500m

走幅跳

800m

5000mW

砲丸投

3000m

110mH 4×100mR 3000mSC

やり投

5000mW

100mH 4×400mR 棒高跳

走幅跳

砲丸投

やり投

優勝者に選手権章､1～8 位までの入賞者に賞状を授与する｡(表彰式は行わない)また､入賞者の中から男女各 1 名
に最優秀選手賞を授与する。

13 新型コロナウイルス感染拡大の防止に関わって
(1) 本競技会は、コロナウイルス感染拡大防止の観点より、無観客での開催とする。(感染状況によって変更もある)
(2) 来場者は所定の体調管理ﾁｪｯｸｼｰﾄを主催者に提出すること(両日出場の場合は２枚用意)
（競技会一週間前から記入し、受付時に団体単位で提出する。）
(3) 各団体代表者は所属選手の健康状態の把握に努め、異常がある場合は直ちに対応し、主催者に報告すること
（主催者の指定する待機場所を使用すること）
(4) 体調がよくない場合には自主的に参加を見合わせること
(5) 同居家族や知人に感染が疑われる方がいる場合には自主的に参加を見合わせること
(6) 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、地方な等への渡航,
または当該在住者との濃厚な接触者がある場合は自主的に参加を見合わせること
(7) 必ずマスクを持参すること（運動時以外はマスクを着用すること）
(8) こまめな手洗いや洗顔などを実施すること（主催者が石けんを設置する）
(9) 用具(砲丸

ハンマー

やりなど)使用後は手洗いまたはスプレーで除菌をすること

(10) ウォーミングアップは個別に行い、「密」をつくらないよう心掛けること
(11) 運動中、痰やつばを吐くことは極力行わないこと。また、ゴミはすべて持ち帰ること
(12) どの場面においても、他の競技者、競技役員との距離をできるだけ確保すること
(13) 大きな声での会話や応援はしないこと
(14) 各チームは待機場所のスペースにゆとりを持たせるよう努め、できる限り密を避けること。
(15) テントを使用する際は密閉状態にならないように留意し、換気を心がけること。(雨天時でも 30 分に 5 分換気)
(16) 飲食については周囲の人となるべく距離をとって、対面を避け、会話を控えること
(17) タオルの共用、ドリンクの回し飲みはしないこと
(18) 団体代表者は、選手の競技場滞在時間が短くなるよう配慮すること
(19) 競技会終了後 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
有無などを報告すること
(20) 感染予防のために主催者が決めた他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと
※上記(1)～(20)ついて、団体代表者は全参加者(保護者も含む)に必ず内容を知らせ、遵守するように指導すること
14 そ の 他
(1)札幌陸協登録者及び団体は、腰ナンバー（1～9）を各自で準備してください。（セパレート以外の種目参加者は主
催者が用意いたします。）なお、札幌陸協登録以外の方でお持ちでない方には、販売もします。(1 枚 100 円)
(2) 投てき用具は必要数用意していますが､借り上げも予定しています｡用器具庫前で検定を受けてください。
(3)競技で使用する滑り止め（炭酸マグネシウム等）は各自で用意してください。競技場では用意しません。
(4) 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にて行いますが､以後の責任は負いませんので、各自
スポーツ傷害保険に加入してください。
(5) 出場者が 5 名以下の種目については実施しません。
(6) 競歩競技は男女一緒に 1 日目に実施します｡競技運営上、男子 30 分．女子 35 分で競技を打ち切ります。
(7) タイムテーブル、審判編成、競技注意事項は 1 週間前までにアスリートランキングに掲載する予定です。
(8) 自然災害、事件・事故及び疫病等により、大会(競技会)が中止となった場合の参加料は返金しません。
但し、一定期間事前に中止又は延期が決定された場合には参加料の全額又は一部を返金することがあります。

15 問い合わせ・連絡先

札幌陸上競技協会

大会担当総務

井上

晃男

ﾒｰﾙ sapporokirokukai@yahoo.co.jp

