第９４回関東陸上競技選手権大会
要項
（いちご一会とちぎ国体陸上競技リハーサル大会）
１ 主

催

関東陸上競技協会

共

催

宇都宮市、宇都宮市教育委員会、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会宇都宮市実行委員会

２ 後

援

栃木県、栃木県教育委員会、茨城県教育委員会、群馬県教育委員会、埼玉県教育委員会、
千葉県教育委員、神奈川県教育委員会、山梨県教育委員会、
(公財)栃木県スポーツ協会、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会

３ 主

管

(一財)栃木陸上競技協会

４ 期

日

２０２１年 ８月２０日(金)

競技開始 ９時３０分

８月２１日(土)

競技開始 ９時３０分

８月２２日(日)

競技開始 ９時３０分

５ 場

所

カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園陸上競技場）
、第２陸上競技場、投擲場
〒321－0152 栃木県宇都宮市西川田 4-1-1

総合運動公園北・中央エリア管理事務所

電話 028-615-0581
６ 種

目

８月２０日(男子) 400ｍ 1500ｍ 10000ｍ 3000ｍSC 予選 5000ｍＷ 4×100ｍＲ
棒高跳 やり投げ 円盤投 十種競技(前半)
(女子) 400ｍ 1500ｍ 10000ｍ 5000ｍＷ 4×100ｍＲ
走幅跳 砲丸投 やり投
８月２１日(男子) 100ｍ 800ｍ 400ｍＨ 3000ｍSC 決勝 4×400ｍＲ予選
走幅跳 砲丸投 十種競技(後半)
(女子) 100ｍ 800ｍ 400ｍＨ 3000ｍSC 4×400ｍＲ予選
棒高跳 三段跳 円盤投 七種競技(前半)
８月２２日(男子) 200ｍ 5000ｍ 110ｍＨ 4×400ｍＲ決勝
走高跳 三段跳 ハンマー投
(女子) 200ｍ 5000ｍ 100ｍＨ 4×400ｍＲ決勝
走高跳 ハンマー投 七種競技(後半)

７ 出場資格

(1) 2021 年 日本陸上競技連盟登録者であること。
(2) 各県予選会において各種目上位６名（リレーは６チーム）とする。
ただし、混成競技及び女子 3000ｍSC に関しては上位３名までとする。
(3) 2021 年日本陸上競技選手権大会に出場した競技者は、各県陸協の推薦により、当該種目に
限り出場を認める。

８ 競技規則

2021 年度日本陸上競技連盟規則及び大会申し合わせ事項による。

９ 申込方法

(1) 大会参加者は、各所属陸上競技協会あて 所定の申込書に必要事項を明記し、各所属陸上
競技協会の定めた期日までに参加料を添えて申し込む。
(2) 各県陸協は申込書をとりまとめ、必要書類及びデジタルデータを作成する。各県陸協は申
込期日までに作成したデジタルデータを下記メールアドレスへ送信する。その他、関係必
要書類については、郵送で下記栃木陸協事務局へ送付する。
(3) 各県陸協は参加料、プログラム代をとりまとめ、下記振込先口座に送金する。

10 申 込 先

ア）デジタルデータ ： r e c o r d s @ j a a f t o c h i g i . j p
イ）関係必要書類

： 〒321-0152

宇都宮市西川田 6-4-37
株式会社鈴和３Ｆ 栃木陸上競技協会事務局
TEL 028-612-8594

FAX 028-612-8549

ウ）参加料・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ代： 足利銀行 江曽島支店（えそしま してん）
店番号：１０９

口座番号：普通 ５１２５５０６

栃木陸上競技協会 関東陸上競技選手権大会 代表者 渡邊方夫
（ﾄﾁｷﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ ｶﾝﾄｳﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｾﾝｼｭｹﾝﾀｲｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳｼｬ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ）
11 申込期日

各県陸協は ２０２１年７月１６日(金) までに申込みを完了する。
（期日厳守）

12 参 加 料

(1) １人１種目 ２，０００円、リレー１種目 ３，０００円

(2) 令和元年度（2019 年度）関東陸上競技選手権者は、その種目に限り参加料は徴収しない。
但し令和３年度の本大会出場資格を満たしていること。この場合選手権保持者であること
を参加選手一覧表に明記する。
(3) 参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。ただし新型コロナウイルス感染拡大により
大会が中止となった場合については別途通知する。
13 表

彰

(1) 各種目優勝者から３位までに賞状とメダル、４位から８位に賞状を授与する。
(2) 表彰式は１位から３位までの入賞者とする。

14 宿

泊

別紙宿泊要項により申し込む。昼食弁当についても同様とする。

15 日本選手権参加資格
本大会の成績による日本選手権の参加資格取得については、
日本選手権要項に準ずるが、
現在、
日本陸連において調整中である。詳細については、7 月以降（予定）
、日本陸連 Web サイト
において公表する。
16 個人情報の取り扱いについて
主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、個人情報保護方針に基づき取り扱う。なお、
取得した個人情報は大会の資格審査､プログラムの編成及び作成､記録発表その他競技会運営
及び陸上競技に必要な連絡等に使用する。
17 そ の 他

(1) アスリートビブス（ナンバーカード）は主催者が用意する。
(2) 各競技種目の最初のラウンドの番組編成は、今シーズンの公認最高記録で行う。
(3) 棒高跳用ポールについては検査の上、使用を認める。
その他については、原則競技場備え付けの用器具を使用する。
(投てき器具一覧表参照のうえ、一覧表にない器具を使用する場合は検定を受けること)
(4) 棒高跳用ポールは下記宛に送付できる。ただし、その場合は往復契約とする。
〒321－0152 栃木県宇都宮市西川田 4-1-1

総合運動公園北・中央エリア管理事務所

電話 028-615-0581
(5) プログラムは、申込時予約については１冊１，３００円にて販売する。別紙プログラム申
込書に必要枚数を明記し代金を添えて申し込む。なお、当日は１，５００円で販売する。
(6) アスリートビブス（ナンバーカード）とプログラムの配布は以下のとおりに行う。
８月１９日(木)

１１時～１６時３０分 ＴＩＣ（１階 第３ゲート外側）

８月２０日(金)以降

８時～１６時

ＴＩＣ（１階 第３ゲート外側）

(7) 練習会場日程は別紙のとおりとする。
(8) 競技運営上、男女 10000ｍ・男女 5000ｍＷに以下の制限時間を設ける。
（制限時間を越えて最終周回には入れない）
男子 10000ｍ

３５分

男子 5000ｍＷ ２７分

女子 10000ｍ

４３分

女子 5000ｍＷ ３０分

(9) 三段跳の踏切は男子１３ｍ、女子１０ｍとする。
(10) 競技日程（競技時間）等は番組編成終了後、各県陸協に送付する。
また、栃木陸上競技協会 Web サイトにも掲載する。
(11) 新型コロナウイルス感染拡大状況により、参加申込み完了後に競技会を中止とする場合も
ある。その際は栃木陸協 Web サイト等でも通知する。また、この場合における参加料等の
返還については別途通知する。
(12) 新型コロナウイルス感染拡大状況が続く中、大会を開催する場合以下の対応をとる。
①参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）に対し、別紙「大
会前体調管理チェックシート」の提出を義務づける。
（日本陸連ガイダンスに則る。
）
②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場合がある。
この場合、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。
(13) 発雷等の荒天により、主催者が大会の継続を困難と判断した場合は競技を中断し、状況に
応じて大会を中止とする場合もある。この場合は参加料等の返還は行わないものとする。
(14) その他、参加者および関係者に連絡する事項は栃木陸上競技協会 Web サイトに掲載する。

