
令和元(２０１９)年度 第３回 栃木陸上競技協会記録会 

１ 主  催     一般財団法人栃木陸上競技協会 

２ 期  日     ２０１９年９月１日（日）競技開始 ９時００分 

３ 会  場     栃木県総合運動公園陸上競技場（宇都宮市西川田４－１－１） 

県公園事務所利用指導課 ℡ 028-645-0090 

４ 種  目  （男子）100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 中学 3000ｍ※ 5000ｍ 

            110ｍH（中・Ｊ・高） 400ｍH 5000ｍW 4×100ｍR 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 

           ※ 3000m に高校・一般もエントリーすることが可能となりました。 

        （女子）100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

            100ｍH（中・Ｙ・高） 400ｍH 5000ｍW 4×100ｍR 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 

５ 競技規則     ２０１９年 日本陸上競技連盟競技規則、本競技会規則による。 

６ 競技方法     トラック競技はタイムレースとする。フィールド競技はトップエイトを行う。 

７ 参加資格     ２０１９年度栃木陸上競技協会登録者であること。 

※ 県外登録者は、所属陸上競技協会の出場認知書を提出した場合出場できる。 

試技については原則として予選ラウンドのみとする。順位は着かないが記録は公認記録とする。 

８ 参加制限     １人２種目以内（リレーは除く）とする。 

９ 参 加 料     １種目 １，０００円  リレー １チーム ２，０００円 

１０ 申込期日    ２０１９年８月９日（金） 締切  ※期限厳守 

WEB システム登録締切 １３日（火）  

参加料入金および様式１・３発送締切 １６日（金）  

１１ 申込方法    ２０１９陸上とちぎ（Ｐ９～Ｐ１４）参照 

(1) 既定の方法… NANS21V・Web登録システムによる申込 https://nishi-nans21v.com 

(2) 個人登録選手・県外設置大学の学連登録選手・県外登録選手（オープン）における希望者のみ… 

Googleフォームによる申込を利用することができます 

2019第 3回栃木陸上競技協会記録会・参加申込フォーム https://forms.gle/zYFk5WunQG6EH9nF8 

１２ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成  ２０１９年８月１８日（日） ９：００  

栃木県総合運動公園陸上競技場 記録情報室（プログラム編成委員・記録情報） 

１３ その他 

（１） FAX での参競技加申込、当日の参加申込は受け付けない。 

（２） 監督および引率者は、競技役員としてご協力お願いいたします。 

※ NANS21V・WEB登録システムの EXCELデータに、審判・補助員協力に関する回答シートがあり

ます。各団体・学校におかれましては、入力回答をお願いします。（印刷は不要です。） 

（３） 参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

（４）各種目規格 

ア ハードル 

男子 110mH      …1.067m_9.14m／高校生以上 

少年共通男子 110mJH …0.991m_9.14m／中学３年生および高校生 

中学男子 110mH    …0.914m_9.14m／中学生 

女子 100mH      …0.838m_8.50m／高校生以上 

https://nishi-nans21v.com/
https://forms.gle/zYFk5WunQG6EH9nF8


少年 B 女子 100mYH  …0.762m_8.50m／中学３年生および高校１年生 

中学女子 100mH    …0.762m_8.00m／中学生 

イ 砲丸投 

一般男子   …7.260kg 

高校男子   …6.000kg 

少年Ｂ男子  …5.000kg 

高校一般女子 …4.000kg 

中学女子   …2.720kg 

ウ 円盤投 

一般男子   …2.000kg 

高校男子   …1.750kg 

中学男子   …1.500kg 

女子     …1.000kg（中学生可） 

   エ ハンマー投（中学生不可） 

一般男子   …7.260kg 

高校男子   …6.000kg 

高校一般女子 …4.000kg 

オ やり投（中学生不可） 

高校一般男子 …800g 

高校一般女子 …600kg 

 



 

 

参考 大会参加申込手順 

⚫ 今年度から新たに「NANS21V・WEB 登録システム」を利用して手続きを行います。 

⚫ 条件としてインターネット通信と、Microsoft Excel（2013以上・マクロ機能を要する）を利用で

きるパーソナルコンピュータが必要です。スマートフォン・タブレットでは利用できません。 

１ 指定 WEB サイト（https://nishi-nans21v.com/）にアクセスして、ユーザー登録および選手登録

を行う。（WEBサイト上のマニュアル「本サイトのご利用方法」を参照） 

２ 「１」操作完了後、同サイトにログインして「競技会エントリー」（＝大会申込）を行う。 

３ 参加料の納入（指定口座への振り込み納入になります） 

国体予選では参加料に加え、保険料が 1名につき 100円かかります。ご注意ください。 

(1) 納入先（指定口座…ゆうちょ銀行） 

ア ゆうちょ銀行から振り込む場合 イ 他の金融機関から振り込む場合 

【記  号】 １０７９０ 

 

【口座番号】 ３２６０４０１１ 

【口座名義】 一般財団法人栃木陸上競技協会 

イッパンザイダンホウジン 

トチギリクジョウキョウギキョウカイ 

【銀 行 名】 ゆうちょ銀行 

【店  名】 〇七八（読み ゼロナナハチ） 

【口座番号】 ３２６０４０１ 

【口座名義】 一般財団法人栃木陸上競技協会 

イッパンザイダンホウジン 

トチギリクジョウキョウギキョウカイ 

(2) 振込依頼人欄 

大会名 参加種目数 学校名(団体名) 

例 ハル１３ウツノミヤミナミ 

大会名の凡例： 春季大会   → ハル 

         県選手権大会 → ケン 

         国体予選   → コク 

記録会    → キ１ キ２ キ３ キ４ キ５ 

小学生大会  → シヨウ 

※ 通帳には１３文字しか記載されません。例に従って略字で入力してください。 

４ 参加申込書（様式１）・参加料集計表（様式３）の郵送 

ア WEB申込の操作「EXCEL一括登録」で用いた Excelデータ（ファイル名「entry.xls」）の「印刷」

タブで表示される「大会申込一覧表」を様式 1として印刷する。 

イ 陸上とちぎ p.13～14に掲載されている様式 3-1参加料集計表に必要事項を記入し、様式 3-2振

込証コピー貼付用紙に振込証のコピーを貼付する。 

（様式 1に加え、様式 3-1・3-2も EXCELデータ「entry.xls」より印刷可能です。） 

ウ 公印（個人申込の場合は個人のもの）を押印した様式 1と様式 3-1・3-2を栃木陸協事務局宛て

郵送する。〒321-0152 宇都宮市西川田 6-4-37 株式会社 鈴和３階 （一財）栃木陸上競技協会 

※ 以上１～４が完了し、参加申込となります。FAXでの申込や当日の参加申込は受け付けません。 

 

第３回栃木陸協記録会（2019/09/01日＠栃木県総合）では、個人登録選手・県外設置大学の学連登録選

手・県外登録選手（オープン）における希望者のみ、Googleフォームによる申込を利用することができま

す。この場合、紙媒体文書の送付は必要ありません。不明な点は担当渡辺までメールでお問い合わせくださ

い。（tochigi-records2019@outlook.jp） 

2019第 3回栃木陸上競技協会記録会・参加申込フォーム https://forms.gle/zYFk5WunQG6EH9nF8 

 

https://forms.gle/zYFk5WunQG6EH9nF8

