２０２０年度 第６６回全日本中学校通信陸上競技 青森大会
※実施について
新型コロナウィルス感染症への感染予防のため、実施の可否については８月１９日（水）までに決
定する予定です。中止の場合は、参加者へお知らせするとともに、本協会ＨＰでも周知する予定です。
参加に当たっては、本協会が提示するガイドラインをご覧の上、十分な監督の指導の下、感染予防対
策を講じての参加をお願いいたします。
参加料については、８月１９日（水）～８月２８日（金）の期間内で納入お願いいたします。
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公益財団法人日本陸上競技連盟

公益財団法人日本中学校体育連盟

一般財団法人青森陸上競技協会
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青森県中学校体育連盟
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青森県教育委員会・公益財団法人青森県体育協会
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一般財団法人青森陸上競技協会・青森市陸上競技協会
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力

青森市内中学校陸上競技部
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期

日

２０２０年９月５日（土）～６日（日）
※競技場内集合による開会式は行わず、放送による開始式を９月５日（土）8:30 に
行う予定（各校の待機場所にて）。また、監督会議は行わない。
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８

競技開始
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種

新青森県総合運動公園陸上競技場（〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬 22-2）
１日目及び２日目 9:00～（参加人数によっては、変更もある）
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※印は全日本通信陸上大会の対象外の種目である。
（１）ハードルは次の規格で行う。
男子…110mH

高さ：0.914m

インターバル：13.72m－9.14m…14.02m

女子…100mH

高さ：0.762m

インターバル：13.00m－8.00m…15.00m

（２）四種競技は、２日間で競技を行う。
男子…１日目：110mH、砲丸投

２日目：走高跳、400m

女子…１日目：100mH、走高跳

２日目：砲丸投、200m

※砲丸投げの砲丸は、男子 4.000kg、女子 2.721kg を使用する。
※得点表は、男子 10 種競技・女子７種競技のものを使用する。
（３）共通砲丸投の砲丸は、男子 5.000kg、女子 2.721kg を使用する。
（４）共通円盤投の円盤は、男子 1.500kg、女子 1.000kg を使用する。
（５）共通ジャベリックスローのジャベリックは、男女共に 0.300kg を使用する。
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参加資格

（１）７月３０日（木）までに、２０２０年度青森陸上競技協会かつ日本陸上競技連
盟に選手登録し、登録料を納入した者（７月３１日以降に登録した選手は出場
できない）。 ※登録は本協会ＨＰをご参照ください。
（２）青森県中学校体育連盟に加盟する中学校に在籍し、校長が参加を認めた生徒。
（３）２００５年４月２日から２００８年４月１日に生まれた者。
（４）健康診断において異常なしと判断され、日常の活動状況から本大会への出場に
差し支えなしと判断し、保護者が承諾した者。
（５）申込後、期限内に参加料を納入した者。
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出場制限

（１）一人１種目とする。（リレー、ジャベリックスロー、円盤投を除く。）
（２）リレーは１校各１チームとする。同一選手がリレーを２つ（共通・低学年）兼
ねることはできない。
（３）低学年４×100m リレーの登録は６名以内とし、各学年４名までとする。メンバ
ーは２年生２名、１年生２名とし、オーダーは自由とする。
（４）学年別種目は、当該学年に限る。その他は、１・２・３年共通とする。
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申し込み

メールにて８月６日～１３日（木）23:59 まで必着で申し込んでください。
・登録者（代表者）に、７月３０日までに登録した選手を記載した申込みファイル
を、メールで８月上旬に送信いたします（７月３１日以降に登録した選手は本大
会に出場できない）。メール受信者側のパソコン環境によって、迷惑メールフォ
ルダ等に送付されている場合があります。申込締切１週間前になっても申込ファ
イルが届かない場合は、申込締切に間に合うように、下記の【申し込みに関する
問い合わせ先】まで連絡ください。
・申込ファイルに、参加種目を入力し、申込専用メールアドレスに送信してくださ
い。送信は１回のみとし最初のメールのみ受付します（２回目からの受付は無効
として取り扱う）。申込専用メールアドレスは申込みファイルに記載しておりま
すので、お間違えのないようにお願いします。参加料は各団体で取りまとめた上、
団体名（振込人名）がわかるように振り込んでください。

【申し込み注意点】
○１回目の申込書メール受信後、２回目からの申込書メール（登録番号、氏名、
所属、学年、種目等）は無効として取り扱う。当日の追加・訂正も行わない。
○申込ファイルについて、様式（セル内の数式、ロック）を変更せずに入力する
こと。変更した場合、集計上トラブルが発生する可能性が起こり、そのことに
よるトラブルは変更したチームの責任として取り扱う。
○申し込みを受付した際、必ず業者からその旨を伝えるメールが返信されます。
そのメールの受信を必ず確認してください。返信メールがない場合は、受付が
完了していない可能性があります。【申し込みに関する問い合わせ先】へお問
い合わせください。
○申し込みファイルを削除してしまった場合や、締切１週間前までに申込ファイ
ルが届かないといった場合など、申し込みに関して不明な点がある場合は下記
の【申し込みに関する問い合わせ先】へお問い合わせください。
【申し込みに関する問い合わせ先】※メールのみ対応
青森陸上競技協会競技部 名後利英 toshihide.nago@aomori.email.ne.jp
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参 加 料

個人１種目 1,000 円、リレー１チーム 1,500 円
入金は８月１９日（水）～８月２８日（金）に、銀行振込で納入してください。
※大会が中止されることも考えられますので、８月１９日より前の納入はご遠慮ください。

【振込先】 青森銀行 新町（シンマチ）支店 普通 ３０４３１５８
あおもりりくじょうきょうぎきょうかい き ょ う ぎ ぶ

かわした

とも のり

青森 陸 上 競技 協 会 競技部 代表 川下 友徳
※手数料は、各学校で負担してください。振り込みの際は、全ての個人種目数・リレーチーム
数のエントリー分の参加料を合計した金額を、一括して振り込むこと。
※振込名は、通帳記帳の印字に制限があるため、学校名が判別できるように入力してくださ
い。振込名はプログラム記載学校名が望ましいです。
例１）青森市立沖館中学校の場合、青森市立はつけないで、「オキダテチュウ」等のよう
に入力する。
例２）一・二・三や東西南北が付く中学校は市町村も付けて入力する。
弘前市立第一中学校

→

×「イッチュウ」

○「ヒロサキイッチュウ」等

八戸市立東中学校

→

×「ヒガシチュウ」

○「ハチノヘヒガシチュウ」等

例３）同一の中学校名は市町村を付けて入力する。
むつ市立川内中学校

→

×「カワウチチュウ」

○「ムツカワウチチュウ」等

※本大会参加料の振込先と選手登録料『青森県競技者登録』の振込先は異なりますので、ご注
意ください。なお、申込締切後、参加料の返金には応じられませんのでご了承ください。
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参加料の

参加料は銀行振込のため銀行振込明細書をもって参加料の領収書の発行に代えます。

領収書に

銀行振込明細書が税務上も正規の領収書となります。ただし、参加団体で銀行振込明

つ い て

細書とは別に、領収書の発行を希望する場合は、青森陸上競技協会ＨＰより「領収書」
の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、銀行振込明細書とともに受付に持参
ください。受付にて内容を確認の上、押印して領収書をお渡しします。

15

16

申込状況

申し込み状況及び参加料の振り込み状況は、青森陸上競技協会ＨＰで確認できます。

の 確 認

担当者が手作業で行うため、ＨＰに掲載されるまで時間がかかることもあります。

表

今大会は、表彰式を行わない。第１位～第８位までの選手には賞状をＴＩＣにて配布

彰

します。
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そ の 他

・各参加団体でスポーツ障害保険等に加入の上、本大会に参加してください。
・本競技会で得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律を遵守し、競技
運営に必要な連絡等に利用します。また、運営や宣伝などの目的で、プログラムや
インターネットなどの媒体に掲載することもあります。
・アスリートビブスは「青森銀行」のマークが付いたものを使用してください。
・棒高跳ポール以外の用具は、原則として競技場備え付けの物を使用してください。
・組み合わせは、2020 年４月１日から８月 13 日までの記録を参考に、機械による抽
選により決定します。
・競技日程（タイムテーブル）については、「案」を青森陸上競技協会ＨＰに掲載し
ます。申込締切後、競技時刻などが確定次第、「確定版」を青森陸上競技協会ＨＰ
に掲載します。
・本競技場、補助競技場について、大会前日に利用する場合は、競技場に確認の上、
ご利用ください。なお、利用料金については、各団体での負担となります。
・シート設営（確保も含む）は、公平性を保つため９月５日（土）・６日（日）の開
門７：００以降に行ってください。（設営場所は、中体連が作成する 2020 年度テン
ト割りを参考にしてください。）
・新青森県総合運動公園陸上競技場での実施のため、本協会ＨＰで競技場使用の確認
事項、選手入場手順の動画などを掲載しております。確認の上ご参加ください。
・本競技会では、ＴＩＣ（テクニカル インフォメーション センター）を設置し、受
付業務などを行います。設置場所についても、運営要項をご覧ください。
・ＩＤカード（監督用、選手用）を携帯し、競技場への入退場に活用ください。
・新型コロナウイルス感染症感染予防対策のため、競技場のゲートは「２番」と「７
番」のみを開放する。また、集団応援は禁止とし、現在の社会情勢に準じて節度あ
る応援にご協力お願いします。
・JOC ジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会２０２０（１０月１６日
〜１８日：日産スタジアム）へ出場できる男女４×１００ｍＲのチームは、県中体
連陸上競技専門部と協議した結果、今大会での最上位のチームに資格を与えること
とします。ただし、参加については本協会からの補助金はなく学校負担になります
ので、ご承知おきください。

