
2020年度 第５回佐野陸上競技選手権大会 開催要項(改訂版) 
（公益財団法人日本陸上競技連盟公認：競技会コード 20090707） 

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  佐野市 佐野市教育委員会 佐野市体育協会（申請中） 

３ 主  管  佐野スパルタ倶楽部 

４ 日  時  2020 年 9 月 20 日（日）〔小雨決行・項目 16(2)イ 参照〕 競技開始 9:30 

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） 

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。詳細については大会事務局宛てに問い合わせること。 

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 

2020 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) トラック競技種目は、全てタイムレースで実施し、複数ラウンドを設けない。 

(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 2020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）。 

(2) 参加する小学生は５・６年生とする。定期的に陸上競技の活動をしており、競技会に参加するに当たり

相応しい体力と技能、知識を有していること。 

(3) 参加者は県内外を問わない。 

(4) 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。 



(5) 中学・高校生は以下のとおり申し込むこと。 

ア 原則として、学校を通して申し込み、学校名で出場すること。（学校名で出場していない場合や学校

名で出場しても顧問が引率をしていない場合などは、状況を照会・確認する場合がある）。 

イ 既にクラブ等や個人で陸連登録を済ませている場合は、そのクラブ等の所属、あるいは個人の場合

「栃木陸協」所属として参加することができる。 

ウ ア・イに当てはまらない中学・高校生で参加を希望する場合は、申込期限までに団体または個人で栃

木陸協（あるいは在住の各都道府県陸協）に新規登録をすることで参加することができる。 

① 以下ＵＲＬリンク先（ＰＤＦ文書）の手続きに沿って、団体または個人登録をした上で参加する。 

https://www.jaaftochigi.jp/wp-content/uploads/2020/03/004_2020touroku_ippan-1.pdf 

② 年度内の所属は、登録した団体名、あるいは個人の場合は「栃木陸上競技協会（栃木陸協）」となる。 

③ 申し込み手続きは、項目 13(1)ア（NANS21V-Web システム）またはウ（Google フォーム）により行う。 

④ 学校で既に陸連登録をしており、併せてこのたび別途、一般枠で陸連登録をする場合（二重登録＝違反ではない）

は、申込に先立ち学校の顧問の先生に（当大会への参加について）報告をした上で申し込むこと。 

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、一般財団法人栃木陸上競技協会が示す個人情報保護方針に従

い、適切に取り扱う。 

12 参加制限 

(1) リレーを除き、ひとり１種目とする。 

(2) リレー（中学生の部・高校一般の部）は１団体につき１チーム（６人以内）とする。 

(3) リレー（小学生の部）は１チーム６人以内とし、1 団体当たりの参加チーム数制限を設けない。 

1 団体から複数チームを出す場合は、団体名に加えて「Ａ・Ｂ…」と英字連番をつける。 

なお、複数チームで参加する場合のオーダー編成等については、弾力的に対応する。 

13 参加申込 

(1) 方法 

ア NANS21V-Web 登録システムによる申込 ※ 小学生リレーを除く 

編集した Excel データ（entry.xls）を Web ブラウザ上でアップロード・登録し、インターネット上

の手続きを完了した後、同 Excel データの「印刷」シートを印刷し、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。 

https://nishi-nans21v.com 

様式 郵送先 〒327-0306 佐野市戸室町 156 佐野市立あそ野学園義務教育学校内 秦 知久あて 

TEL 0283-62-3111 

イ 小学生リレーについては、別紙様式２を印刷したものに必要事項を記入し、下記あて郵送する。イン

ターネット上の手続き（Excel データの編集やアップロード操作、メール送信など）は不要とする。 

様式 郵送先 〒327-0306 佐野市戸室町 156 佐野市立あそ野学園義務教育学校内 秦 知久あて 

TEL 0283-62-3111 

ウ 小学生リレーを除き、個人単位で申し込む場合は 次の Google フォーム を利用して申し込むことが

できる。紙媒体の郵送手続きは不要とする。 

https://forms.gle/BNmuJCv2j31ZAxLN9 

エ ＦＡＸによる参加申込や当日の参加申込は受け付けない。 



オ 参加料は競技会当日、受付時に徴収する。 

カ 全競技を通じ、先着 400 名程度を参加申込上限とする。（2018 年 307 名、2019 年 308 名がエントリー） 

キ 申込手続きに関する問い合わせ：栃木陸協記録情報部 渡辺 tochigi-records@outlook.jp 

ク 締切後 ９月 10 日(金)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する。漏れや間違い

などが無いかどうか必ず確認し、要修正点がある場合は速やかに連絡すること。 

(2) 期限 ※ 先着 400 名 程度で申込を打ち切るので注意する。 

ア NANS21V-Web 登録システムによる申込受付期間 

2020年８月 28 日（金）12:00 開始予定 ～ ９月９日（水）17:00 （様式 1の提出は消印有効） 

イ 小学生リレー 

2020年９月９日（水）消印有効 

※ 全体の参加者数が先着順で 400 名程度を超えた時点（日付け区切り）において申込受付を終了と

し、栃木陸協ホームページにその旨を掲載する。その後、郵送で届いた申込書については参加申込を

受け付けず、連絡責任者宛てにメールまたは電話にて連絡を行う。 

ウ Google フォームによる個人申込の期限 

2020年８月 28 日（金）12:00 開始予定 ～ ９月７日（月）17:00 

14 参加料 

(1) 個人 1種目 1,000 円 

(2) 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。）  

15 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名以上の協力をお願いします。 

16 その他 

(1) あらゆる参加者のコロナウイルス感染に対し、主催者が一切の責任を負わないことに同意の上、参加

すること（当日提出する「体調管理チェックシート」にもチェック欄があるため漏れなく記載する）。 

(2) 以下に示す、感染リスク回避や安全対策に関する中止措置等について同意の上、参加すること。 

ア ウイルスの感染拡大状況により政府または各都道府県による緊急事態宣言が発令した場合などは、

参加申込完了後に競技会を中止とする場合がある。 

イ 開催２日前となる 9 月 18 日(金）21時において、天候に係る開催判断を行う。気象庁報により、大

会当日の 20 日(日)が終日雨天（毎時 1ｍｍ以上の降水予想など）となる予報である場合、会場や待機

所における３密回避が明らかに困難となることが予想されるため、中止とすることがある。 

ウ 一部自治体（都道府県・政令指定都市）等により移動自粛要請が示された場合などにおいては、当

該域内在住（近隣を含むこともある）の参加者に対して、事前に参加をとりやめていただく場合があ

る（この場合は参加料徴収対象外とする）。 

エ 競技中に発雷等で天候が悪化した場合は、その時点で競技会を中止する場合がある。 

オ 開催前に主催者判断で中止または参加不可となった場合の参加料は、支払い不要とする。開催後に

何らかの理由で中断し、その後に中止となった場合は、すべての参加者が参加料を支払うものとする

（返金を行わない）。 

(3) 参加申込に際しては、以下の注意事項を遵守する。  

ア 競技者は概ね １ヶ月以上のトレーニングを積み、暑熱環境に馴化していること。指導者・顧問は競



技者の心身の状況をよく見極めて参加申込をすること。  

イ コロナ禍であり、なおかつ暑熱環境となることも想定される中での実施となることから、競技者の

健康面や発達段階について、競技会への参加に適しているか、十分配慮すること。  

ウ 競技会直前に発熱等の症状が出た場合は参加をとりやめること。 

(4) 競技会に参加する全ての来場者（競技者、指導者、引率者、マネージャーなど）は、受付にて別紙「大

会前体調管理チェックシート」を必ず提出すること。（日本陸連ガイダンスに則った措置とする。）  

(5) 高校生以下の全ての競技者については、保護者の同意の上で参加申込をすること。  

(6) 競技者の準備運動・整理運動は多目的広場を使用し、３密を避けて行うこと。 

なお、競技場内においても、競技時間帯によってバックストレート側を解放するのでプログラム記載

の競技日程ページにて確認すること。（トラック種目スタート直前の流し等の準備運動や、フィールド種

目待機中の準備運動等は審判員の指示に従うこと。）  

(7)  各学校・団体の待機場所等については陸上競技場メインスタンド、芝生スタンド、陸上競技場・多目

的広場周辺とする。  

(8) 新型コロナウイルス感染防止対応として、無観客での競技会開催とする。競技者の家族、友人・知人

などの観客席への立ち入りを禁止する。  

(9) 中高生が学校所属ではなくクラブ等の所属として参加する場合、クラブ等の責任者が競技者を引率す

る。保護者の観客席への立ち入りは禁止する。 

(10) 監督および引率者には、競技役員として協力を依頼する。  

(11) 競技中に発生した傷害､疾病等については、主催者が応急手当する。 

(12) 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

で対応する。主催者はそれ以上の責任を負わないものとする。 

(13) その他、競技会に関する連絡事項等については、栃木陸協ホームページに随時掲載する。 

https://www.jaaftochigi.jp/ 



別紙様式２ 

2020年度 第５回佐野陸上競技選手権大会 4×100mリレー（小学生の部） 申込書 

2020 年  月  日 

佐野スパルタ倶楽部 会長様 

示された標記競技会要項の内容に同意し、以下のとおり参加申込をいたします。 

団体・学校名 
 

代表者氏名 印   

連絡責任者名 
 

住所 
〒 

電話番号 
 

連絡責任者 

携帯電話番号 

 

メールアドレス 
 

 

性別（いずれかに○をつける） 男  ・  女 

チーム名   

 氏名 フリガナ 学年 

１ 
   

２ 
   

３ 
   

４ 
   

５ 
   

６ 
   

 

郵送先 〒327-0306佐野市戸室町 156 佐野市立あそ野学園義務教育学校内 秦 知久あて 

TEL 0283-62-3111 

申込締切：2020年９月９日（水）消印有効  



参考：エントリー数などに応じて時間調整・競技順序変更をいたします。 

 



 


