
2019年度 第４回佐野陸上競技選手権大会 開催要項 
（公益社団法人日本陸上競技連盟公認競技会 競技会コード 19090707） 

１ 主  催  佐野スパルタ倶楽部 一般財団法人栃木陸上競技協会 

２ 後  援  栃木県教育委員会 栃木県高等学校体育連盟 栃木県中学校体育連盟 

佐野市 佐野市教育委員会 佐野市体育協会 

３ 主  管  佐野スパルタ倶楽部 

４ 日  時  2019年 10月 13日（日）〔雨天決行〕競技開始 9:00 

５ 会  場  佐野市運動公園陸上競技場 

〒327-0104 佐野市赤見町 2130-2 TEL 0283-25-0403（管理事務所） 

６ 競技種目  ◇男子（16種目） ◇女子（15種目） 

(1) 男子 100ｍ 400ｍ 1500ｍ 5000ｍ 110ｍH（106.7cm_9.14m） ▲110ｍYH（91.4cm_9.14m） 

400ｍH（91.4cm_35.0m） 3000ｍSC（91.4cm） 

4×100ｍR (小学生の部・中学生の部・高校一般の部） 

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投（7.26／6.0／▲5.0 kg） 円盤投（2.0／1.75 kg） 

やり投（800 g） 

(2) 女子 100ｍ 400ｍ 1500ｍ 3000ｍ 100ｍH（83.8cm_8.5m） ▲100ｍMH（76.2cm_8.0m） 

400ｍH（76.2cm_35.0m） 4×100ｍR (小学生の部・中学生の部・高校一般の部） 

走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投（4.0／▲2.721 kg） 円盤投（1.0kg） 

やり投（600 g） 

※１ ▲の種目は中学生専用のものであり高校生以上は参加することができない。 

※２ 中学生は、原則として中体連主催あるいは一般的な中学生対象の競技会において設定されている種

目に出場することができる（三段跳・やり投などは不可）。詳細については大会事務局宛てに問い合

わせること。 

※３ 小学生は、リレー種目のみに参加することができる。 

７ 競技規定 

本大会は、2019年公益財団法人日本陸上競技連盟規則、ならびに本大会申し合わせ事項による。 

８ 競技方法 

(1)トラック競技種目において、100ｍ・400ｍ･110ｍH・100ｍHはタイムレース予選とし、トップエイトにて

決勝を行う。ただし 100ｍにおいては、出場人数に応じ、第２決勝を設ける。その他の種目は、タイムレ

ース決勝とする。 

(2) フィールド競技で長さを競う種目では、トップエイトによる６回試技を行う。 

９ 引率・監督（高校生以下の参加について） 

(1) 高校生以下の参加者は、学校職員・クラブ関係者または保護者によって引率される。引率者は参加者の

すべての行動に対し責任を負う。 

(2) 監督は、原則として引率者に準ずる。 

10 参加資格 

(1) 参加者は 2019年公益財団法人日本陸上競技連盟に登録された競技者であること（小学生を除く）。中学

生においても所属都道府県の陸上競技協会を通じて必ず日本陸上競技連盟に登録すること（中体連の登録

のみでは参加できない）。 

(2) 参加者は県内外を問わない。ただし、県外参加者（茨城・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨陸協登録者



を除く）は所属陸上競技会の出場認知書を申込表（様式１）とともに提出すること。 

(3) 参加者は傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に加入すること。 

11 個人情報の取り扱い   

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。詳しくは、一般財団法人栃木陸上競技協会「個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについ

て」をご参照ください。 

12 参加制限 

(1) 同一人は２種目以内（リレーを除く） 

(2) リレーは１チーム（６人以内）とする。 

13 参加申込 

(1) 期限 2019 年 10月 2日（水）【厳守】 

(2) 方法 

  ア NANS21V・Web登録システムによる申込  https://nishi-nans21v.com 

公印（個人申込の場合は、個人のもの）を押印した様式１を下記あて郵送する。 

様式１送付先 〒327-0846佐野市若松町 405 佐野市立城東中学校内 秦 知久あて 

TEL 0283-23-0448   

イ ＦＡＸによる参加申込や当日の参加申込は受け付けない。 

ウ 参加料は競技会当日、受付時に徴収する。 

エ 申込に関する問い合わせ：栃木陸協記録情報部 渡辺 tochigi-records2019@outlook.jp 

① パソコン・エクセルを利用する環境がない方や、どうしても指定された方法がうまくいかない方に

は 次の Googleフォーム をご利用ください（なお、この方法による申込は締切日を 9月 30日(月) 

とさせていただきます）。 https://forms.gle/Kj4FfqZfzL6ZgWrA7 

② 手続き後、完了できたかどうか不安・心配がある場合など、お気軽にご相談ください。 

③ 締切後 10月 3日(木)予定で栃木陸協ホームページにエントリーリストを掲載します。漏れや間違

いなどが無いかどうか必ずご確認いただき、要修正点がありましたら速やかにご連絡ください。 

14 表  彰 

種目別３位まで賞状。各種目の特筆される活躍をした選手に次の各賞杯を与える。 

◆佐野市長 杯【大会 MVP】 ◆佐野市教育長 杯 ◆市体協会長 杯 ◆倶楽部会長 杯 

◆新井真智雄 杯 ◆栗原浩司 杯 ◆奥澤善二 杯 ◆小野操 杯 

15 参 加 費 

ア 個人 1種目 1,000円 

イ リレー１チーム 高校一般 2,000円／中学生 1,000円／小学生 800円 

（競技会当日、受付時に徴収する。） 

16 審判・補助員協力 

(1) 高校以下の参加校の引率者は、原則として審判業務の協力をお願いします。 

(2) 中学・高校の参加校は、補助員２人以上の協力をお願いします。 

17 その他 

(1）競技中に発生した傷害､疾病等については、主催者が応急手当します。 

(2）大会参加により診療･治療を要する必要が招じた場合、主催者で加入する傷害･賠償責任保険の範囲内で

対応します。それ以上の責任は負いません。 
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参考 大会参加申込手順 

⚫ 「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 参加申込書（様式１）・参加料集計表（様式３）の郵送 

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。 

公印（個人申込の場合は、個人のもの）を押印した様式１を下記あて郵送する。 

様式１送付先 〒327-0846佐野市若松町 405 佐野市立城東中学校内 秦 知久あて 

TEL 0283-23-0448   

 

 

代替の申込方法（Google フォーム） https://forms.gle/Kj4FfqZfzL6ZgWrA7 

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（オープン参加）が個人単位で個人種目に申込

を行う場合に利用できます。特に、パソコン・エクセルを利用する環境がない方や、どうしても指定された方

法がうまくいかない方にご利用をお勧めしております。 

利用条件としてはパソコンのほか、スマートフォン（iPhone・Android各機種）で手続きを行うことができ

ます。エクセルなど特定のアプリケーションを必要とすることはありません。 

■申込締切 9月 30日(月) ※NANS21V・WEB申込システムによる申込締切は 10月 2日(水) 

■参加料は大会当日に受付窓口支払い 

■当フォーム利用による申込においては紙媒体文書の提出は不要です。ついては申込締切後に協会ホー

ムページに公開される「エントリーリスト」を必ずご確認ください。 

■栃木陸上競技協会 http://www.jaaftochigi.jp/index.htm 

■担当：渡辺 tochigi-records2019@outlook.jp 



2019年４月１日 

 

2019年度 一般財団法人栃木陸上競技協会 

個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて  
 

一般財団法人栃木陸上競技協会 

 

一般財団法人栃木陸上競技協会は、大会参加申込書を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱いに

関して以下のとおり対応します。 

 

１ 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

（１）大会プログラムに掲載されます。 

（２）競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 

（３）競技会場内の掲示板等に掲載されます。 

 

２ 競技結果（記録）等の取り扱い 

（１）本協会記録情報部の報道・記録係を通じて公開されます。 

（２）認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

（３）大会プログラム掲載の個人情報とともに、大会報告書に掲載されることがあります。 

（４）本協会機関誌「栃木県陸上競技記録集」及び広報誌「陸協だより」等に掲載されることがあります。 

（５）新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがありま

す。 

 

３ 肖像権に関する取り扱い 

（１）認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開され

ることがあります。 

（２）認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放送されることがあります。 

また、ＤＶＤ等に編集され、配布されることがあります。 

（３）本協会機関誌「栃木県陸上競技記録集」及び広報誌「陸協だより」に写真が掲載されることがあり

ます。 

 

４ 一般財団法人栃木陸上競技協会の対応について 

（１）取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。 

（２）参加申込書の提出により、上記取り扱いについてご承諾をいただいたものとして対応させていただ

きます。 

（３）個人情報等の掲載または公開等に関してのご質問は、本協会事務局までご連絡下さい。 

 

■ 一般財団法人栃木陸上競技協会事務局  

  〒３２１－０１５２  栃木県宇都宮市西川田６丁目４－３７ 株式会社 鈴和３Ｆ 

TEL ０２８－６１２－８５９４ 


