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名古屋地区陸上競技協会　要覧

名古屋地区陸上競技協会



連絡

＊申込ファイルにパスワード保護をしないでください。
　メールに解除パスワードを記載しては,無意味です。

*申込前に、HPで要項の確認を行ってください。

・現金、為替などの申込みはできません。
・県要覧記載の大会、小・中学校関係競技会とは口座が違うのでご注意ください。
・本要覧の各競技会要項を確認の上、申し込みをしてください。

名古屋地区要覧の紙媒体廃止について

一昨年度から名古屋地区要覧は、紙媒体としての配布を行っておりません。
要覧はＨＰへアップしますので、ご確認ください。
ただし内容に変更あることがありますので、申込ファイルをダウンロードする際に
改めて、大会HPで要項をご確認ください。

その他

２０１７年度の陸協登録を完了してください。

日本陸連の登録は、2月下旬から12月下旬までとなっております。

年明けには登録ができませんので、ご注意ください。

２０１７年 名古屋地区競技会予定のうち、００１、００２，００３、００４の大会に参加する中学生は、

愛知陸協への登録が必要です。中体連学校番号では、出場できません。

2017年度から、Windows XP、Office 2003 サポート終了に伴い、
申込ファイルをxlsx形式に変更しました。

迷惑メールフォルダに分類される件数が多いため、
県選手権予選、地区選手権、市スポ記録会、プレシーズンゲームでの
申込メールに対する返信は行いません。

詳細は各競技会の要項を御覧ください。

大会申し込みは、登録団体、学校ごとにまとめて行ってください。受付、プログラム編成のミスを防ぐ
ためにも必ずお守り下さい。

競技会の競技時間は、愛知陸協ＨＰに掲載します.返信用封筒は必要ありません。

競技中における傷病については、主催者において応急処置はしますが、以後の責任は負いませ
ん。

大会プログラムは事前予約販売です。
参加者増加によりプログラム印刷製本費が増大したため、一般の大会では８００円と
させていただきます。

大学生は、学連登録者で登録が愛知・名古屋地区陸協でないと出場できません。

小・中学校関係競技会はこちらをご覧ください。　→　http://sports.geocities.jp/nagoyat_f/



大会番号 競　　技　　会　　名 場　　　所 締め切り日 問合せ先

瑞穂

瑞穂北

１０２
中学混成・記録会、小学生大会

（小学、中学）
知多 5月1日(月)

<小・中学校>
植田　宛

瑞穂

瑞穂北

瑞穂

瑞穂北

瑞穂・北

知多

瑞穂

瑞穂

瑞穂北

※

名古屋市陸上競技協会主催事業

8月26日(土)

第６回名古屋地区陸上
（小学、中学）

知多 9月18日(月)
<小・中学校>

植田　宛

<小～一>
勝見　宛

締め切り日を必ずお守りください。大会プログラム編成会議はほとんどが手作業で
行われています。締め切り後の受付、変更はできません。
最近、メールの送信忘れが多くなっております。大会申込は、メールを再優先にして
ください

名古屋市民スポーツ祭
（小学、中学、高校、一般）

<小～一>
勝見　宛

２０１７年度 名古屋地区競技会予定 

中学通信名古屋地区予選
（中学）

中学新人、小学生記録会
（小学、中学）

8月28日(月)

5月22日(月)

7月21日(金)

第２回名古屋地区陸上
（小学、中学）

5月6日(土)

5月20日(土)

5月7日(日)

3月13日(月)

月　　　日

7月21日(金)

10月14日(土)

8月27日(日)

第７回名古屋地区陸上
プレシーズンゲーム

瑞穂 2月20日(月)

9月18日(月)

7月3日(月)

10月9日(月)

第４回名古屋地区陸上
市スポ記録会(中学･高校)

名古屋地区夏季小学生記録会 知多

瑞穂北

１０５

００３

6月10日(土)

6月11日(日)

9月23日(土)

２０２

8月5日(土)１０４

8月26日(土)

8月27日(日)

9月24日(日・祝)

００１

１０１

００２

１０３

<中・高・一>
勝見　宛

<小・中学校>
植田　宛

<中・高・一>
勝見　宛

<中学校>
植田　宛

<小・中学校>
植田　宛

<中・高・一>
勝見　宛

<小・中学校>
植田　宛

<中・高・一>
勝見　宛

３０１

第１回名古屋地区陸上
（中学、高校、一般）

知多 4月17日(月)

6月3日(土)

6月4日(日)
5月15日(月)

県選手権名古屋地区予選会
（中学、高校、一般）

4月1日(土)

4月2日(日)

瑞穂・北
10月7日(土)

10月8日(日)

3月21日(水・祝)

１０６

００４

名古屋地区陸上競技選手権大会兼第５
回名古屋地区競技会（中学、高校、一般）
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１．登録関係 【一般】 〒４６１－００２７

名古屋市東区芳野２－７－５１

名古屋市立工芸高等学校

赤司　学　　宛

℡（０９０）４６２６－２６６９

学校：℡（０５２）９３１－７５４１　Fax（０５２）９３１－６５８２

【中学校】

２．競技会関係 【一般】 勝見　昌弘　宛

【高校】 mail   : toiawase.nagoya@gmail.com

【小・中学校】 〒４７０－３４１２

知多郡南知多町大字豊浜字大城４５

植田　准次　　宛

℡（０５６９）６５－０２２５

℡（０９０）３５８４－９１９８

３．審判部関係 神保　和幸 宛

mail　：　toiawasetandf@yahoo.co.jp

田中　輝彦 宛

mail　：　tfvsz615@ybb.ne.jp

４．その他の問い合わせ 上記２、競技会関係と同様です。

一　般・高　校　　勝見　昌弘

                                         小学校・中学校　　植田　准次

℡（０９０）８７３３－６０７４

連絡・問い合わせ一覧

〒４７０－０１３２

日進市梅森町向江１５９７－１

日進市立日進西中学校

釜下　隼亮　　宛
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１

    

２

３

名古屋地区陸上競技協会主催大会および
名古屋市陸上競技協会主催大会における
暴風警報・特別警報発令時の対応について

  当日、知多・名古屋地区のいずれかの市町において、

「暴風警報」『特別警報』が発令された場合、以下のよ

うに対応します。

その日の大会が中止になった場合には、未実施種目(完了して
いない競技を含みます)の参加料を返金します。

午前6時の時点で「暴風警報」『特別警報』が発令されていた
場合、その日の大会は中止します。

大会開催中に「暴風警報」『特別警報』が発令された場合、
その日の大会はその時点で中止します。
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１．参加料（プログラム代を含む）について

　　・参加料は口座振込（下記３．参加料の振込先）となります。

　　　申込〆切日までにお願いします。

２．一覧表と個票について（昨年度から変更）

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

　　 http://sports.geocities.jp/nagoyat_f/

３．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　口座番号　　　００６５２６７　　

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

４．プログラム予約販売申込先、E-mailの送り先（アドレス）

                                         

５．その他

   ・中学生のナンバーカードについても、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

nagoyat_f@yahoo.co.jp

小・中学校関係競技会の申込みについて

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技
時間の確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡くださ
い。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

送付用紙・申込金額確認用ファイルはＷＥＢ申込で使用するファイル(entry.xls)をお使いください。

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。
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　①　ニシ・スポーツホームページより学校情報・選手の登録を行う。

http://nishi-nans21v.com/
※登録は初回のみになります。選手の追加・学校情報の変更があった場合のみ
　 手続きが必要になります。

※くわしい登録方法はホームページに掲載しております。

　②　ニシ・スポーツホームページより競技会エントリーを行う。

http://nishi-nans21v.com/

（Ⅰ）上記アドレスからログイン

（Ⅱ）競技会エントリーをクリック

（Ⅲ）競技会の『詳細』ボタンを押し、『エントリー』ボタンを押す。
　※エントリー期間中は『エントリー』ボタンがオレンジ色になっています。

（Ⅳ）『エントリー』ボタンを押すと

ＷＥＢ申込方法
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（Ⅴ）上記画面が表示、一覧に団体名がある場合は、『一覧から選択して登録する』ボタンを
押しそうでなければ『新しく所属を登録する』ボタンを押す。

（Ⅵ）『登録』ボタンを押すと上記画面が表示される。※初回は選手名は入っていません。

（Ⅶ）上記画面よりエントリーシートをダウンロードする。
　※初回は『ダウンロード』２回目以降は『修正する場合はこちら』を選択してください。
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（Ⅷ）以降の作業はホームページをご覧ください。
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大会番号　００１

１．期  日        
２．場  所 パロマ瑞穂スタジアム,パロマ瑞穂北陸上競技場
３．種  目 4月1日(土)

（男子）

４×１００ｍＲ，中学走幅跳,三段跳,棒高跳,砲丸投,高校砲丸投,中学砲丸投,やり投

（女子）

１００ｍ,４００ｍ,１５００ｍ,１００ｍＨ,100mYH(0.762m/8.5m),中学１００ｍＨ,５０００ｍＷ,

４×１００ｍＲ,棒高跳,中学走幅跳,三段跳,砲丸投,中学砲丸投,やり投

4月2日(日)

（男子）

２００ｍ,８００ｍ,中学３０００ｍ,５０００ｍ,４００ｍＨ,３０００ｍＳＣ,４×４００ｍＲ，

走高跳,走幅跳,円盤投,高校円盤投,中学円盤投,

ハンマー投,高校ハンマー投

（女子）

２００ｍ,８００ｍ,３０００ｍ,４００ｍＨ,４×４００ｍＲ，

走高跳,走幅跳,円盤投,ハンマー投

４．参加について (1)１人３種目まで（リレー種目は除く）,リレーは１団体１チームとします。

(3)他地区,他県登録者の参加は認めていません。

(4)中学生の出場は,太字で示した種目に限ります。

(6)団体情報シートと種目別シートをプリントアウトして,参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号まで郵送してください。

（8)女子三段跳は,9mの踏切板を使用ます。

　　女子三段跳の申込が４０名を超えた場合、棒高跳はＢゾーンで実施します。

５．参加料 １種目　高校生以上７００円　中学生５００円　　　

リレー　１チーム１０００円

プログラム事前申し込み１部 ８００円
６．申込ｱﾄﾞﾚｽ メールアドレス　　　no1nagoya@gmail.com

＊申し込みはメールを最優先してください。メール未送信の場合は受け付けできません。
＊申し込みのファイルは,各カテゴリーのものを使用してください。

７．申込締切

８．大会参加料の納入先

☆郵便振替

口座番号 00870 = 3 = 90904

加入者名 名古屋地区陸上競技協会

金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】

通信欄に記入事項（おところ,おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）

②申込団体名・学校名のいずれか

第１回名古屋地区陸上競技大会

(5)投てき種目において,中学・高校の設定がある種目では,一般には申し込めませ

払込取扱票に必要事項を記入し,郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人
数一覧表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱
票を使用し,下記の事項を必ず記入してください。

(2)中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。
　 中体連学校番号では出場できません。

3月15日(水)郵送必着

(7)同時進行になる種目が有る場合がありますが,番組編成は考慮しません。

   １００ｍ,４００ｍ,１５００ｍ,１１０ｍＨ,１１０ｍＪＨ,中学110mH，５０００ｍＷ，

3月13日(月)メール必着

2017年4月1日(土) 4月2日(日)
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ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は,以下の番号を使用してください。
店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ
預金項目 ２ 当座預金 口座番号００９０９０４

 ☆銀行振込

三菱東京UFJ銀行　尾張新川支店　（店番号８９４）
普通預金　口座番号００７４９４８
口座人名義　名古屋地区陸上競技協会　会長　坂井田酵三
振込の際は,振込名義を大会番号＋団体名で行ってください。
　　例）　００１ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ
振込口座の間違いにお気をつけください。
団体名が判らなくなりますので,
＊振込団体名に,ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは,絶対に付けないでください.

９．その他 (１)プログラムは予約有料販売（８００円）です。

(２)各種目、８位まで賞状をお渡しします。

(３)北陸上競技場は,屋根がないので雨等の対策について十分注意してください。

(５)メールの件名は,必ず団体名を記入してください。
(６)申込ファイル名も団体名に変えてから送信してください。
(７)申し込み人数に応じて,本競技場２F･３Fのスタンド下の
　割り振りを行います。場所取りは行わないでください。
(８)２０１７年度登録を完了してください。
　　　申請中の申し込みは受付けません。

（９）問合せアドレス  toiawase.nagoya@gmail.com

(11)個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は,個人情報保護に関する法令を遵守し,日本陸上競技連盟個人情報保
護方針に基づいて取り扱います。尚,取得した個人情報は大会の資格審査,プログラム編成
及び作成,記録発表,その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
＊この競技会の記録は,日本陸連の公認対象です。
＊本競技会の結果は,記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には,順位・記録のほ
か選手の氏名・所属・学年を含みます。

(10)  競技中に発生した負傷・傷病の応急処置は主催者において行いますが,以後
の責任は負いません。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

(４)時間プログラム,受付一覧,大会注意事項,待機場所割当表,エントリーリストは,大会７日程
度前に愛知陸協ホームページにアップします。
　　　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。
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大会番号　１０１

１．期  日 

２．場  所

３．種  目 ◎第１日（5月6日）
　 〔中学男子〕

棒高跳(参加人数フリー)，走幅跳，砲丸投（5.0㎏），円盤投（1.5kg）
　 〔中学女子〕

　 〔小学生=男・女〕

◎第２日（5月7日）

　 〔中学男子〕 ２００ｍ，８００ｍ，３０００ｍ，１１０ｍＨ，４×１００ｍＲ
走高跳，ジャベリックスロー

　 〔中学女子〕 ２００ｍ，８００ｍ，３０００ｍ，１００ｍＨ，４×１００ｍＲ
ジャベリックスロー

　 〔小学生=男・女〕３年以下 ： 走幅跳

４．参加制限 〔中学生〕

(３) リレーについては１校２チーム以内とする。
〔小学生〕 (１) １人２種目までとする。（リレーは含まない。）

(２) 各種目の１団体あたりの人数はトラック８名フィールド6名までとする。

(３) リレーはその種目毎に１団体２チームまでとする。
(４) 混合リレーの走順は、女子－女子－男子－男子とする。
(５） 共通種目は４年生以上とする。
(６) ３年以下の走幅跳は、実測とする。

５．参加料 〔中学生〕 １種目５００円　　　リレー１チーム５００円
〔小学生〕 １種目２００円　　　リレー１チーム４００円

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。（小学生は原則として学年毎に表彰する。）

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）
　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

　　 http://sports.geocities.jp/nagoyat_f/

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

        （２）　送付用紙・申込金額確認用ファイルはＷＥＢ申込で使用するファイル(entry.xls)をお使いください。

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の確
認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

３年以下 ： ５０ｍ，　４ 年 ： ５０ｍ，　共 通 ： １００ｍ

共　 　通 ： ８０ｍＨ，走高跳，走幅跳，ジャベリックボール投
リ  レ ー  ： ４年混合４×１００ｍＲ，５年混合４×１００ｍＲ，６年４×１００ｍR

(１) 男女とも学年指定のない種目は全て共通とする。
(２) １校の１種目の参加は、トラック４名、フィールド３名、棒高跳は
    フリーとする。

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

　　口座番号　　　００６５２６７　　

　　　              　（１）　一覧表と個票について（昨年度から変更）

走高跳，走幅跳，棒高跳(参加人数フリー)，砲丸投（2.7㎏），円盤投（1.0kg）

第２回名古屋地区陸上競技大会

平成２９年５月６日（土）、５月７日（日）

知多運動公園陸上競技場

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ
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   ・中学生のナンバーカードについても、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）
     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。
      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。
        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

９．申込締切

１０．その他 (１) ３ページの競技会要項も熟読のこと。
(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

※必要部数を下記メールあてにお送りください。
※プログラム予約販売は申込締切日以降は受け付けません。
nagoyat_f@yahoo.co.jp

　              　　　（３）　その他

平成２９年４月１７日（月）必着
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大会番号　１０２

１．期  日 

２．場  所 知多運動公園陸上競技場

３．種　目 【混成競技の部】

（中学男子）

（中学女子）

（中学男子）

（中学女子）

（小学生=男・女）

４　　　年 ： ５０ｍ

共　　 通 ： １００ｍ， ８０ｍＨ， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投

４．参加制限 〔中学生〕 (１) 混成競技は通信陸上の予選会であるので、これに出場した者は６月

の通信地区予選には１種目しか出場できない。

(２) 混成競技は１校１種目４名まで、記録会は１校１種目４名までとする。

棒高跳はフリーとする。リレーは１校１種目２チームまでとする。

(４) 混成競技は，必ず在籍する中学校名で参加すること。
　　クラブチーム及び個人登録での参加は認めない。

〔小学生〕 (１) １人２種目とする。（リレーは含まない。）

(３) リレーはその種目毎に１団体２チームまでとする。

(４) 混合リレーの走順は 「 女子－女子－男子－男子 」 とする。

(５) 共通種目は４年生以上とする。

(６) ３年以下の走幅跳は、実測とする。

５．参加料

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。（小学生は原則として学年毎に表彰する。）
混成競技は、県混成標準記録突破者も表彰する。

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

　　 http://sports.geocities.jp/nagoyat_f/

　　口座番号　　　００６５２６７　　

　　　              　（１）　一覧表と個票について（昨年度から変更）

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の確
認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

１１０ｍＨ，低４×１００ｍＲ（２年-１年-１年-２年）,  ４×１００ｍＲ，

棒高跳(参加人数フリー)， 走幅跳， ジャベリックスロー

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ， ８００ｍ， １５００ｍ， １年１００ｍＨ， 

１００ｍＨ，低４×１００ｍＲ（２年-１年-１年-２年）,  ４×１００ｍＲ，

棒高跳(参加人数フリー)， 走幅跳， ジャベリックスロー

３年以下 ： ５０ｍ， 走幅跳

リ  レ ー  ： ４年混合４×１００ｍＲ， ５年混合４×１００ｍＲ， ６年４×１００ｍR

(３) 低４×１００ｍＲの走順は 「 ２年─１年─１年─２年 」 とする。

〔中 学 混 成〕    １種目５００円

〔記録会中学〕    １種目５００円　　　　リレー１チーム５００円

〔小　 学　 生〕    １種目２００円　　　　リレー１チーム４００円

(２) 各種目の１団体あたりの人数はトラック８名フィールド6名までとする。

１年１００ｍ，２年１００ｍ，３年１００ｍ， １５００ｍ， ３０００ｍ， １年１００ｍＨ， 

第６３回全日本中学通信陸上競技名古屋地区混成競技大会
兼　名古屋地区小学生記録会

平成２９年５月２０日（土）

四種競技 （１１０ｍＨ，砲丸投（4.0㎏），走高跳，４００ｍ）

四種競技 （１００ｍＨ，走高跳，砲丸投（2.7㎏），２００ｍ）

【記録会の部】
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   ・中学生のナンバーカードについても、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

９．申込締切

10．県大会への出場

11．その他 (１) ３ページの競技会要項も熟読のこと。

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

※必要部数を下記メールあてにお送りください。
※プログラム予約販売は申込締切日以降は受け付けません。
nagoyat_f@yahoo.co.jp

　              　　　（３）　その他

平成２９年５月１日（月）必着

混成競技については、本大会上位8名と，県大会標準記録突破者が出場資格を得る。

        （２）　送付用紙・申込金額確認用ファイルはＷＥＢ申込で使用するファイル(entry.xls)をお使いください。

- 13 -



大会番号　００２

１．期  日 
２．場  所 パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂北陸上競技場
３．種　目 ◎第１日

（男子）１００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ，１００００ｍ，１１０ｍＨ，３０００ｍＳＣ
  ５０００ｍＷ，４×１００ｍＲ，棒高跳，三段跳，円盤投，ハンマー投
ｵｰﾌﾟﾝ種目　高校･中学円盤投

（女子）１００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ，１００ｍＨ，５０００ｍＷ
  ４×１００ｍＲ，棒高跳，走幅跳，円盤投，ハンマー投

◎第2日
（男子）２００ｍ，８００ｍ，５０００ｍ，４００ｍＨ，４×４００ｍＲ，

　走高跳，走幅跳，砲丸投，やり投
ｵｰﾌﾟﾝ種目　高校･中学砲丸投

（女子）２００ｍ，８００ｍ，５０００ｍ，４００ｍＨ，４×４００ｍＲ，
　走高跳，三段跳，砲丸投，やり投
ｵｰﾌﾟﾝ種目　中学砲丸投

４．参加について (1)出場種目数の制限はしません

(３)大学生は学連登録者であり、登録が愛知・名古屋地区陸協であることが必要です。
(４)リレーは１団体１チームとします。
　　（大学生チームのリレー種目の参加は認めません）
　　リレーについては、欠場チームが多い場合に、再番編を行う場合があります。
(５)トラック競技はすべてタイムレースとします。

(８)すでに県選手権出場資格を持っている方は、オープン参加として順位から除外します
　 ので、必ず申込ファイルのオープン扱い欄にチェックをしてください。
 　また、申込み後に出場資格を取得した場合には、本部までお知らせください。
(９)同時進行になる競技がありますが、番組編成は考慮しません。
(10)中学生の出場は、太字で示した種目に限ります。
(11)投てきのオープン種目には、 県選手権参加資格はありません。
(12)高校生の投てき種目への出場は、原則として高校の部に出場してください。
　　 一般の部の種目はリストから選択できますが、選択間違えによる
　　申し込み後の変更は出来ませんの でご注意ください。
(13)団体情報シートと申込一覧表をプリントアウトし、参加料振込用紙のコピーを添付して
　　 〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号まで郵送してください。
(14)４種目以上出場する場合は申込シートを２段使い、どちらにもナンバーと氏名を
　　 入力してください。
(15)この大会に表彰はありません。
(16)この大会は、招集時間･競技時間を細分化して競技を実施します。
　　※招集場所の混雑解消と、競技の待ち時間短縮が目的です。
　　大会前にHPで、組と招集時間の確認をお願い致します。

５．参加料 １種目　高校生以上７００円　中学生５００円　　　
リレー　１チーム１０００円

プログラム事前申し込み１部 ８００円
６．申込アドレス メールアドレス　　　no1nagoya@gmail.comnagoya.yosen@gmail.com

＊申し込みはメールを最優先してください。メール未送信の場合は受け付けできません。
＊申し込みのファイルは、各カテゴリーのものを使用してください。

７．申込締切
８．大会参加料の納入先

☆郵便振替

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会

この大会から、申込メールへの返信は行いません。

第７７回愛知陸上競技選手権大会
　　　　　　　　　　　　兼　　国体選手選考会名古屋地区予選会

(２)他地区･他県登録者の参加は認めていません。

(６)フィールド競技のトップ８は実施しません。

(７)中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。
　 中体連学校番号では、出場できません。

5月17日(水)郵送必着5月15日(月)メール必着

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一
覧表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用
し、下記の事項を必ず記入してください。

2017年6月3日(土)

6月3日(土)

6月4日(日)

6月4日(日)
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金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）
②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。
店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ
預金項目 ２ 当座預金 口座番号００９０９０４

☆銀行振込

三菱東京UFJ銀行　尾張新川支店　（店番号８９４）

普通預金　口座番号００７４９４８
口座人名義　名古屋地区陸上競技協会　会長　坂井田酵三
振込の際は、振込名義を大会番号＋団体名で行ってください。
　　例）　００１ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ
振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

＊振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.
９．その他 (１)この大会において各種目の上位８名が、愛知選手権の出場権を得ます。

(２)愛知選手権の申し込み方法については「愛知陸協要覧」を参照してください。
(３)プログラムは予約有料販売（８００円）です。
(4)男子ハンマー投については８位以内に入賞しても、愛知選手権の

参加標準記録を突破していなければ本選に出場できません。
→標準記録は、申込ファイルアップ時にお知らせします。

(6)メールの件名には、必ず団体名を記入してください。
(7)申込ファイル名も団体名に変えてから送信してください。
(8)申し込み人数に応じて、本競技場２F･３Fのスタンド下の
　割り振りを行います。場所取りは行わないでください。

（9）平成２９年度登録を完了してください。

　　　申請中の申し込みは受付けません。

（10）問合せアドレス  toiawase.nagoya@gmail.com

(12)個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護
方針に基づいて取り扱います。尚、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び作
成、記録発表、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
＊この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
＊本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか選
手の氏名・所属・学年を含みます。

(11)  競技中に発生した負傷・傷病の応急処置は主催者において行いますが、

　　以後の責任は負いません。

(5)時間プログラム、受付一覧、大会注意事項、待機場所割当表、エントリーリストは、大会７日程
度前に　愛知陸協ホームページにアップします。
　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

    　問合せアドレスに、申込ファイルを送らないでください。
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大会番号　１０３

１．期  日 

２．場  所

３．種　目 ◎第１日（6月10日）

◎第２日（6月11日）

４．参加資格 (１) 日本中体連に加盟する中学校の生徒で，学校長が参加を認めた者。

(２) 本年度は特に参加標準記録を設けない。

(３) クラブチーム及び個人登録での参加は認めない。

　　必ず在籍する中学校名で参加すること。

５．参加制限

６．参加料 １種目５００円　　　　リレー１チーム５００円

７．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

８．表　彰 各種目８位まで及び県通信標準記録突破者を表彰する。

９．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

　　 http://sports.geocities.jp/nagoyat_f/

   ・中学生のナンバーカードについても、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

        （２）　送付用紙・申込金額確認用ファイルはＷＥＢ申込で使用するファイル(entry.xls)をお使いください。

　              　　　（３）　その他

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の確
認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

　　　　　　（オープン）　１００ｍ， １年１００ｍＨ， １年走高跳， 円盤投（1.5㎏）

　　【女　子】　２００ｍ， １年８００ｍ， ２年８００ｍ， ３年８００ｍ， １００ｍＨ， 走幅跳， 砲丸投( 2.7kg )

　　　　　　（オープン）  １００ｍ， １年１００ｍＨ， １年砲丸投( 2.7kg )， 円盤投（1.0㎏）

(１) １校１種目４名。この大会の２日間で１人２種目 （リレーは含まない） まで。 リレーは １校 １チームとする。

(２) 学年別種目はその学年の生徒に限る。共通種目には全学年の生徒が出場できる。

(３) 通信混成競技名古屋地区予選 (5/20 知多) の混成競技に出場した者は，この予選会では １種目の出

 　 場となる。（リレーは含まない。）

(４) オープン種目の参加人数は，１校１種目４名までとする。（ただし，１００ｍと棒高跳はフリーとする。）

※振り込む際には、必ず学校名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

　　　              　（１）　一覧表と個票について（昨年度から変更）

　　【男　子】　２００ｍ， ８００ｍ， ３０００ｍ， １１０ｍＨ，走高跳， 走幅跳

第６３回全日本中学通信陸上競技大会名古屋地区予選会
兼　第４４回全日本中学生陸上競技選手権大会名古屋地区予選会

平成２９年６月１０日（土）、６月１１日（日）

パロマ瑞穂スタジアム ・パロマ瑞穂北陸上競技場

　　【男　子】　１年１００ｍ， ２年１００ｍ， ３年１００ｍ， ４００ｍ， １年１５００ｍ， ２年１５００ｍ， ３年１５００ｍ，

　　　　　　　　４×１００ｍＲ， 棒高跳， 砲丸投( 5.0kg )

   　　  　　（オープン）　棒高跳(参加人数フリー)， １年走幅跳， １年砲丸投( 2.7kg )， ジャベリックスロー

　　【女　子】　１年１００ｍ， ２年１００ｍ， ３年１００ｍ， １年１５００ｍ， ２年１５００ｍ， ３年１５００ｍ，

　　　　　　　　４×１００ｍＲ， 走高跳

   　　  　　（オープン）　棒高跳(参加人数フリー)， １年走高跳， １年走幅跳， ジャベリックスロー
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10．申込締切

11．県大会への出場

12．その他

※必要部数を下記メールあてにお送りください。
※プログラム予約販売は申込締切日以降は受け付けません。
nagoyat_f@yahoo.co.jp

種　　　目 写 真 判 定 種　　　目 写 真 判 定

１年  　１００ｍ １３″１０　 １年  　１００ｍ １４″２０　

１年　１５００ｍ ４′５５″００　 ２年　　１００ｍ １３″６０　

２年　　１００ｍ １２″２０　 ３年　　１００ｍ １３″４５　

３年　　１００ｍ １１″８４　 共通　　２００ｍ ２７″９０　

共通　　２００ｍ ２４″２０　 共通　　８００ｍ ２′２７″５０　

共通　　４００ｍ ５５″００　 共通　１５００ｍ ５′００″００　

共通　　８００ｍ ２′０９″５０　 共通　１００ｍH １７″００　

共通　１５００ｍ ４′２５″００　 共通 4×100ｍR ５２″９０　

共通　３０００ｍ ９′４０″００　 共通　  走高跳 １ ｍ ４ ５　

共通　１１０ｍH １７″２０　 共通　  走幅跳 ４ ｍ ６ ５　

共通 4×100ｍR ４６″５０　 共通　  砲丸投 ９ｍ５０ (2.721kg) 

共通　  走高跳 １ ｍ ６ ５　 共通　四種競技 １８００点　

共通　  棒高跳 ３ ｍ ２ ０　

共通　  走幅跳 ５ ｍ ７ ０　

共通　  砲丸投 ９ｍ３０ (5.0kg) 

共通　四種競技 １７００点　

　　※【参考】　通信陸上県大会・参加標準記録 （公認記録に限る。追い風参考記録は認めない。）

男　　　　子 女　　　　子

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で，当日の販売は行わない。

平成２９年５月２２日（月）必着

(１) 本大会上位８名と，県大会標準記録突破者が出場資格を得る。

　　※　男子の２年，３年の１５００ｍ，女子の１年，２年，３年の８００ｍおよび１５００ｍについては，

　　　　県大会が共通種目であるため，各学年を合わせた中から上位８名を決定する。

(２) オープン種目については，記録は公認されるが，県大会への出場の対象外とする。

(１) ４ページの「小中学校関係競技会の申込みについて」もご覧ください。
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大会番号　１０４

１．期  日 

２．場  所

３．種　目

４．参加資格

５．参加制限

７．参加料

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

９．表　彰

10．申込場所・方法など

11．申込締切

12．注意事項

(２)　地区小中学校担当

　　　　　　　　　　　　植田准次(携( 090-3584-9198　Ｅ-mail = carisann@tac-net.ne.jp )

  　　その投げ方は，親指と人差指の間に尾の部分を出し，ボール部分を握って

　　　投げる方法とする。

13．問い合わせ先

(１)　本大会担当　　平野高志(携( 090-9910-5545　Ｅ-mail = h21airiku758@yahoo.co.jp )

(５)　ジャベリックボール投は，助走距離を１５ｍ以内，試技数を３回以内とする。

  ・Ｅ-mailの送り先（アドレス）

                 h21airiku758@yahoo.co.jp

  ※　申込用ファイルは下記ＵＲＬからダウンロードできます。

　　　　　　　　http://sports.geocities.jp/ark758sb/

平成２９年７月３日（月）必着

(１)　オールウェザートラックであるので、裸足では競技をしない。

(２)　トラック種目はクラウチングスタートとする。

(３)　混合リレーの走順は、「 女子－女子－男子－男子 」 とする。

(４)　３年以下の走幅跳は、実測とする。

　・申込はE-mailでの受付になっています。ご協力下さい。

６．ナンバー
　　　　　　カード

少年少女大会のナンバーカードを使用するものとする。

(１) １団体あたり １，０００円 および １種目１００円。リレーは，各リレー １チーム４００円。

(２) 個人参加の小学生については， １種目２００円。（※ 団体参加料は不要。）

(３) プログラムは １冊２００円。参加申込みと同時に予約してください。

８．参加料の振込先 ※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

各種目８位まで表彰する。

　　　　　　➀スタートから第１ハードル　　➁高さ　　　➂インターバル　➃台数　

　　　　　　　　　　　１３．００ｍ　　　　　　　　０．７００ｍ　　　７．００ｍ　　　　９台

　　　　　　➄最終ハードルからフィニッシュ

　　　　　　　　　　　１１．００ｍ

(１) 名古屋地区（名古屋市，知多地区，愛日地区）内の小学校に在籍する児童であること。

(２) 年齢及び修業年限区分は，わが国の学制による。

(１) １人３種目以内（リレーを除く）とする。

(２) 各種目の，１団体あたりの人数制限はしない。

　　※　ただし，リレーは各リレーとも，１団体あたり ２チームまでとする。

　　　＜ ハードルの規格 （ 小学生８０ｍＨ ） ＞

名古屋地区夏季小学生記録会

平成２９年８月５日（土）

知多運動公園陸上競技場

〔小学生＝男・女〕

　　　３年以下 ： ３年以下５０ｍ， ３年以下走幅跳， ４年以下混合４×１００ｍＲ

　　　４　　　年 ： ４年５０ｍ， 走幅跳， ４年以下混合４×１００ｍＲ

　　　５    　年 ： １００ｍ， ８０ｍＨ， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投，

　　　　　　　　　 混合４×１００ｍＲ

　　　６    　年 ： １００ｍ， ８０ｍＨ， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投，

　　　　　　　　　 ４×１００ｍＲ
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１．期  日        １０時競技開始予定

２．場  所 パロマ瑞穂北陸上競技場

３．種  目 8月26日(土)

（男子）

（女子）

8月27日(日)

（男子）

中学高校一般１５００ｍ

（女子）

中学高校一般１５００ｍ

４．参加について (1)種目数の制限はありません

(4)団体情報シートをプリントアウトして、参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号まで郵送してください。

(5)表彰は行いません。

５．参加料 １種目　一般･高校生７００円　中学生５００円　　　

プログラムは、１部８００円です。

６．申込ｱﾄﾞﾚｽ shisupo.moushikomi@gmail.com
＊申し込みはメールを最優先してください。メール未送信の場合は受け付けできません。

＊申し込みのファイルは、各カテゴリーのものを使用してください。

７．申込締切

８．大会参加料の

　　　納入先 ☆郵便振替

口座番号 00870 = 3 = 90904

加入者名 名古屋地区陸上競技協会

金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】

通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）

②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号００９０９０４

(3)この大会は、名古屋地区に登録している 方が参加できます。
　 ただし、市民スポーツ祭は、名古屋市内の中学高校に在学する方のみに限ります。

第４回名古屋地区陸上競技大会　市民スポーツ祭記録会　大会番号　２０２

中学高校一般１００ｍ

(2)中学生は中体連学校番号でも出場可能です。

7月23日(土)郵送必着

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一
覧表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用
し、下記の事項を必ず記入してください。

中学高校一般１００ｍ

平成28年7月21日(木)メール必着

2017年8月26日(土) 8月27日(日)
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☆銀行振込

三菱東京UFJ銀行　尾張新川支店　（店番号８９４）

普通預金　口座番号００７４９４８

口座人名義　名古屋地区陸上競技協会　会長　坂井田酵三

振込の際は、振込名義を大会番号＋団体名で行ってください。

　　例）　００１ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

９．その他 (１)北陸上競技場は、屋根がないので雨等の対策について十分注意してください。

(３)メールの件名は、必ず団体名を記入してください。

(４)申込ファイル名も団体名に変えてから送信してください。

（６）問合せアドレス  toiawase.nagoya@gmail.com

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

(２)時間プログラム、受付一覧、大会注意事項、待機場所割当表、エントリーリストは、大会７日
程度前に愛知陸協ホームページにアップします。
名古屋地区の競技会のアドレスです。

(７)  競技中に発生した負傷・傷病の応急処置は主催者において行いますが、以後の責任

は負いません。
(８)個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護
方針に基づいて取り扱います。尚、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び
作成、記録発表、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。

＊この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
＊本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか
選手の氏名・所属・学年を含みます。
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大会番号　１０５

１．期  日 

２．場  所

３．種　目

〔男子〕

〔女子〕

〔男子〕

〔女子〕

３年以下 ： 走幅跳
４    　年 ： 走幅跳

４．参加制限

〔中学生〕

〔小学生〕

　　（リレーは種目毎に２チームまで）

５．参加料 〔中学生〕 １種目５００円　　　リレー１チーム５００円

〔小学生〕 １種目２００円　　　リレー１チーム４００円

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。（小学生は原則として学年毎に表彰する。）

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

　　 http://sports.geocities.jp/nagoyat_f/
※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の
確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

　　　              　（１）　一覧表と個票について（昨年度から変更）

(１) １校１種目４名まで。棒高跳はフリー。リレーは１校１チーム。

(２) １人２種目まで。（リレーは含まない。）

(３) 男女のオープン種目は上記(１)，(２)の参加制限に関係なく、出場できる。

　　 （各校人数制限なし、３年生も出場できる。）

(１) 各種目の１団体あたりの人数はトラック８名フィールド6名までとする。

(２) １人２種目以内とする。（リレーは含まない。）

(３) 混合リレーの走順は、「 女子－女子－男子－男子 」 とする。

(４) 共通種目は、４年生以上とする。

(５) ３年以下の走幅跳は、実測とする。

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

口座番号　　　００６５２６７　　

◎ 第 ２日（９月２４日 ・ 知多 ）
１　   年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， １００ｍＨ， 走高跳
２  　 年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， ３０００ｍ， １１０ｍＨ， 走高跳
１・２年共通 ： 円盤投（1.5㎏）
ｵｰﾌﾟ ﾝ  ： ４×４００ｍＲ　　
１   　年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， １００ｍＨ， 走幅跳， 砲丸投（2.7㎏）
２   　年 ： ２００ｍ， ８００ｍ， １００ｍＨ， 走幅跳， 砲丸投（2.7㎏）
１・２年共通 ： 円盤投（1.0㎏）
ｵｰﾌﾟ ﾝ  ： ４×４００ｍＲ　　

〔小学生＝男・女〕

共　   通 ： ８０ｍＨ，５・６年走高跳

リ  レ ー  ： ４年混合４×１００ｍＲ， ５年混合４×１００ｍＲ， ６年４×１００ｍＲ(男・女)

２   　年 ： １００ｍ， ４００ｍ， １５００ｍ， 走幅跳， 砲丸投（5.0㎏）
１・２年共通 ： ４×１００ｍＲ， 棒高跳(参加人数フリー)， ジャベリックスロー
ｵｰﾌﾟ ﾝ ： ３年１００ｍ， ３０００ｍ
１ 　  年 ： １００ｍ， １５００ｍ， 走高跳
２ 　  年 ： １００ｍ， １５００ｍ， 走高跳
１・２年共通 ： ４×１００ｍＲ， 棒高跳(参加人数フリー)， ジャベリックスロー
ｵｰﾌﾟ ﾝ ： ３年１００ｍ， ３０００ｍ

〔小学生＝男・女〕
３年以下 ： ５０ｍ
４　　　年 ： ５０ｍ， 走高跳
共　　 通 ： １００ｍ， ５・６年走幅跳， ジャベリックボール投

１　   年 ： １００ｍ， ４００ｍ， １５００ｍ， 走幅跳， 砲丸投（4.0㎏）

第３６回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会
兼　名古屋地区小学生記録会

平成２９年９月２３日（土）、９月２４日（日）

パロマ瑞穂スタジアム ・パロマ瑞穂北陸上競技場（9/23）、知多運動公園陸上競技場（9/24）

◎ 第 １日（ ９月２３日 ・ パロマ、パロマ北 ）
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   ・中学生のナンバーカードについても、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

９．申込締切

10．その他 (１) ３ページの競技会要項も熟読のこと。

(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で、当日の販売は行わない。

※必要部数を下記メールあてにお送りください。
※プログラム予約販売は申込締切日以降は受け付けません。
nagoyat_f@yahoo.co.jp

平成２９年８月２８日（月）必着

        （２）　送付用紙・申込金額確認用ファイルはＷＥＢ申込で使用するファイル(entry.xls)をお使いください。

　              　　　（３）　その他
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大会番号　００３

１．期  日 
２．場  所 パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂北陸上競技場
３．種  目 ◎第１日

（男子）
４００ｍ，１５００ｍ，１１０ｍＨ，３０００ｍＳＣ，
４×１００ｍＲ，棒高跳，三段跳,円盤投，
ｵｰﾌﾟﾝ種目　中学１１０ｍＨ，高校円盤投，中学円盤投

（女子）
４００ｍ，１５００ｍ，１００ｍＨ，４×１００ｍＲ，
棒高跳，三段跳,円盤投
ｵｰﾌﾟﾝ種目　中学１００ｍＨ

◎第２日
（男子）

１００ｍ，８００ｍ，４００ｍＨ，３０００ｍＳＣ，
５０００ｍＷ，４×４００ｍＲ，走幅跳，砲丸投，やり投
ｵｰﾌﾟﾝ種目　中学１１０ｍＨ，高校砲丸投，中学砲丸投

（女子）
１００ｍ，８００ｍ，４００ｍＨ，５０００ｍＷ，４×４００ｍＲ，
棒高跳，三段跳，砲丸投,やり投
ｵｰﾌﾟﾝ種目　中学１００ｍＨ，中学砲丸投

◎第３日
（男子）

２００ｍ，５０００ｍ
（女子）

２００ｍ，５０００ｍ
４．参加について ＊参加者多数により、別項の通り選手権と記録会とに分けて実施します。

（１）１人１日１種目まで（リレー種目は除く）、リレーは１団体１チームとします。

　　 高校生の投てき一般種目はリストから選択できますが、選択間違えによる
　　申し込み後の変更は出来ませんの でご注意ください。

(４)他地区、他県登録者の参加は認めていません。
(５)リレーについては、欠場チームが多い場合に、再番編を行うことがあります。
(6)中学生の出場は、太字で示した種目に限ります。
(７)団体情報シートをプリントアウトして、参加料振込用紙のコピーを添付して
　　 〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号まで郵送してください。

５．参加料 １種目　高校生以上７００円　中学生５００円　　　
リレー　１チーム１０００円
プログラム事前申し込み１部 ８００円

６．申込 メールアドレス　　　nagoyasensyuken.99@gmail.com
＊申し込みはメールを最優先してください。メール未送信の場合は受け付けできません。
＊申し込みのファイルは、各カテゴリーのものを使用してください。

７．申込締切
８．大会参加料の納入先

☆郵便振替

口座番号 00870 = 3 = 90904
加入者名 名古屋地区陸上競技協会
金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】
通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日） ②申込団体名・学校名のいずれか

店名 〇八九 店 店番 ０８９
ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

10月14日(土)

10月7日(土)

10月8日(日)

10月14日(土)

2017年10月7日(土) 10月8日(日)

第４４回名古屋地区陸上競技選手権大会兼第５回名古屋地区競技会

（２）中学生は、ハードル･投てき種目において中学の設定がある場合には一般には申しこめません。

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人数一覧表」の貼
付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票を使用し、下記の事項を必ず
記入してください。

(３)中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。
　 中体連学校番号では、出場できません。

9月18日(月)メール必着 9月20日(水)郵送必着

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。
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預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４
☆銀行振込
三菱東京UFJ銀行　尾張新川支店　（店番号８９４）
普通預金　口座番号００７４９４８
口座人名義　名古屋地区陸上競技協会　会長　坂井田酵三
振込の際は、振込名義を大会番号＋団体名で行ってください。
　　例）　００４ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ
振込口座の間違いにお気をつけください。
団体名が判らなくなりますので、
振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください

９．その他

(２)プログラムは予約有料販売（８００円）です。

    （愛知陸協で検索）にアップします。

(５)メールの件名には、必ず団体名を記入してください。
(６)申込ファイル名も団体名に変えてから送信してください。
(７)申し込み人数に応じて、本競技場２F･３Fのスタンド下の
　割り振りを行いますので、場所取りは行わないでください。

(８)問合せアドレス  toiawase.nagoya@gmail.com

10.地区選手権について

選手権としての競技と第６回地区競技会とに分けて実施します。

以下の標準記録を突破している場合、条件を超えた場合に選手権の部に出場できます。

それ以外は、第６回名古屋地区競技会として実施します。

記録は自己申告として資格審査は行いませんが、虚偽の申告はしないでください。

すべて地区競技会の参加とします(申し込み後の変更はできません)。

トラック競技は、以下の種目については標準記録を設けます。

これらの種目については、予選→決勝とします。(人数が多い場合には準決勝を行います｡)

1500m以上の種目は、選手権タイムレース決勝とします。

種目

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１１０ｍH/１００ｍH

４００ｍH

フィールド競技で長さを競う種目については、参加人数に応じて

申込記録上位者の３分の１を目安に選手権対象者とします。
選手権のみ、トップ８を実施します。

目安は以下のとおりです。

５０名以内　全員

５０名以上の場合

　５０～９９名　 ２分の１程度が選手権

　１００名以上　３分の１程度が選手権

区切りの記録に同記録者が多数の場合は、この限りではありません。

高さを競う競技は、全員が選手権対象とします。

標準記録が設定された種目では、申し込みの段階で記録が未記入の場合

１６秒５０

設定しない

女子

１２秒８０

２６秒７０

１分０３秒００

１１秒１０

２２秒７０

５１秒５０

２分０１秒００ ２分２８秒００

１６秒５０

５９秒００

(10)個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基
づいて取り扱います。尚、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、そ
の他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。
＊この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
＊本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほか選手の氏名・
所属・学年を含みます。

(９)競技中に発生した負傷・傷病の応急処置は主催者において行いますが、以後の責任は負いま
せん。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

(３)男子棒高跳の試技は、３ｍ００から行います。
(４)時間プログラム、受付一覧、大会注意事項は、大会7日前程度に愛知陸協ホームページ

(１)選手権は、各種目とも優勝者には選手権賞、８位までには賞状を授与します。
    オープン種目･競技会の部は、8位まで賞状を授与します。

男子
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１．期  日 

２．場  所

３．種  目 〔中学男子〕

〔中学女子〕

４．参加制限 〔中学生〕

(３) リレーについては、１校 ２チーム。

〔小学生〕 (１) １人２種目までとする。（リレーは含まない。）

(３) リレーはその種目毎に１団体２チームまでとする。

(４) 混合リレーの走順は、女子－女子－男子－男子とする。

(５） 共通種目は４年生以上とする。

５．参加料 〔中学生〕 １種目５００円　　　リレー１チーム５００円

〔小学生〕 １種目２００円　　　リレー１チーム４００円

６．参加料の振込先

三菱東京UFJ銀行　　武豊支店　　店番　　５８７

　　普通預金

　　受取人名義　　名古屋地区陸協小中学校競技会会計　植田准次

７．表　彰 各種目８位まで表彰する。

８．申込場所・方法など

　　・申込はWEBでの受付になっています。ご協力下さい。(ニシ・スポーツWEB申込）

　　・登録手順、申込手順はホームページにて確認をしてください。

　　 http://sports.geocities.jp/nagoyat_f/

   ・中学生のナンバーカードについても、陸連登録番号とする。（アルファベットも入力すること）

     ただし、各学校の５桁の中体連ナンバーを使用してもよい。

      　※  同じ種目に同じナンバーの競技者がいないようにすること。

        ※  リレーについては、チーム全員が別ナンバーであること。

　              　　　（３）　その他

口座番号　　　００６５２６７　　

　　　              　（１）　一覧表と個票について（昨年度から変更）

※申込みの完了の確認は、WEB上の「登録済み競技会一覧」で見ることができます。　競技時間の
確認はホームページにて確認してください。ご不明な点は、下記担当まで連絡ください。

℡（０９０）３３８９－５３６７　名古屋地区情報担当　谷口直土

        （２）　送付用紙・申込金額確認用ファイルはＷＥＢ申込で使用するファイル(entry.xls)をお使いください。

※振り込む際には、
　必ず学校名もしくはクラブチーム名を明記すること。

１００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，８００ｍ，１５００ｍ，１年１００ｍH，１００ｍH， ４×１００ｍＲ，
４×２００ｍR，走高跳，棒高跳，走幅跳，砲丸投（2.7㎏），円盤投（1.0kg）

ジャベリックスロー

〔小学生＝男・女〕

４　　　年 ： ５０ｍ

共　　 通 ： １００ｍ， ８０ｍＨ， 走高跳， 走幅跳， ジャベリックボール投

リ  レ ー  ： ４年混合４×１００ｍＲ，５年混合４×１００ｍＲ，６年４×１００ｍR

(１) 男女とも学年指定のない種目は全て共通とする。

(２) １校の種目参加人数は ４名までとする。

　　ただし、1人２種目までとする。（リレーを除く。）

(２) 各種目の１団体あたりの人数はトラック８名フィールド6名までとする。

走高跳，棒高跳，走幅跳，砲丸投（5.0kg），円盤投（1.5kg），ジャベリックスロー

第６回名古屋地区陸上競技大会 大会番号　１０６

平成２９年１０月 9日（月）(祝日)

知多運動公園陸上競技場

１００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，１５００ｍ，３０００ｍ，１１０ｍH，４×１００ｍＲ， ４×２００ｍＲ
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９．申込締切

10．その他 (１) ４ページの競技会要項も熟読のこと。
(２) プログラムはすべて予約有料販売（６００円）で，当日の販売は行わない。

※必要部数を下記メールあてにお送りください。
※プログラム予約販売は申込締切日以降は受け付けません。
nagoyat_f@yahoo.co.jp

平成２９年９月１８日（月）必着
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大会番号　 ００４

１．期  日        

２．場  所 パロマ瑞穂スタジアム

３．種  目 （男子）

６０ｍ,３００ｍ,１０００ｍ ,４×１００ｍＲ,走高跳AB ,走幅跳,

砲丸投,高校砲丸投,中学砲丸投,円盤投,高校円盤投,中学円盤投

小学生６０ｍ，１０００ｍ

(女子）

６０ｍ，３００ｍ，１０００ｍ ，４×１００ｍＲ，

走高跳AB ,走幅跳,円盤投,砲丸投,中学砲丸投

小学生６０ｍ，１０００ｍ

４．参加について (1)１人１種目（リレー種目は除く）、リレーは１団体１チームとします。

(3)他地区、他県登録者の参加は認めていません。

(4)中学生の出場は、太字で示した種目に限ります。

(6)小学生は、友の会会員であることが参加の条件です。

(7)団体情報シートと種目別一覧をプリントアウトして、参加料振込用紙のコピーを添付して

　　〒463-8799 守山郵便局私書箱１４号まで郵送してください。

(８)60mは100mの記録で申し込んでください。

　 300mは400mの記録で申し込んでください。

　 記録は公認である必要はありません。

　 ６０ｍ，３００ｍは予選→決勝を行います。

　 １０００ｍはタイムレースとします。

　 小学生の６０ｍ、１０００ｍはタイムレースとします。

(９)走高跳Aは、男子1m70、女子1m45、Bは男子1m45、女子1m20から

　　開始しますが、順位は全体でつけます。

(10)フールド長さ系の種目は、トップ８を実施します。

(11)各種目8位まで賞状を授与します

５．参加料 一般・大学・高校７００円　中学生５００円　　　

リレー　１チーム１０００円

プログラム事前申し込み１部 ８００円

６．申込ｱﾄﾞﾚｽ preseasongame@gmail.com　　
＊申し込みはメールを最優先してください。メール未送信の場合は受け付けできません。

＊申し込みのファイルは、各カテゴリーのものを使用してください。

７．申込締切

第７回名古屋地区競技会
プレシーズンゲーム

(5)投てき種目において、中学・高校の設定がある場合には、
必ずそのカテゴリーに申し込んでください。

(２)中学生は愛知陸協（名古屋地区）の登録番号で申し込んでください。
　 中体連学校番号では、出場できません。

2月19日(月)メール必着 2月21日(水)郵送必着

2018年3月21日(水・祝)

- 27-



８．大会参加料の納入先

☆郵便振替の場合

口座番号 00870 = 3 = 90904

加入者名 名古屋地区陸上競技協会

金　　額 参加料（プログラム代も含める）【申込一覧表の合計金額】

通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）

②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号００９０９０４

☆銀行振込

三菱東京UFJ銀行　尾張新川支店　（店番号８９４）

普通預金　口座番号００７４９４８

口座人名義　名古屋地区陸上競技協会　会長　坂井田酵三

振込の際は、振込名義を大会番号＋団体名で行ってください。

　　例）　００１ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ

振込口座の間違いにお気をつけください。
団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂは、絶対に付けないでください

９．その他 (１)この大会は、ウォーミングアップ場として北陸上競技場は使用できません。

　　レクリエーション広場を利用ください。

(２)プログラムは予約有料販売（６００円）です。

(4)メールの件名には、必ず団体名を記入してください。

(5)申込ファイル名も団体名に変えてから送信してください。

(6)申し込み人数に応じて、本競技場２F･３Fのスタンド下の

　  割り振りを行いますので、場所取りは行わないでください。

(7)平成２８年度の登録番号で申し込みください。

(8)問合せアドレス  toiawase.nagoya@gmail.com

(1０)個人情報の扱いについて
　名古屋地区陸協は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報
保護方針に基づいて取り扱います。尚、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム
編成及び作成、記録発表、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用します。

＊この競技会の記録は、日本陸連の公認対象です。
＊本競技会の結果は、記録速報のほかリザルトが公表されます。結果には、順位・記録のほ
か選手の氏名・所属・学年を含みます。

(9) 競技中に発生した負傷・傷病の応急処置は主催者において行いますが、

　  以後の責任は負いません。

(3)時間プログラム、受付一覧、大会注意事項は、大会７日前ぐらいに
　  名古屋地区陸協ホームページ（名古屋地区陸協で検索）にアップします。

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別申込人
数一覧表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの青の振込取扱票
を使用し、下記の事項を必ず記入してください。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm
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名古屋市陸上競技協会主催大会



平成29年度　名古屋市民スポーツ祭 大会番号　３０１

１．期  日 

２．場  所 パロマ瑞穂スタジアム

３．種　目 一　般 公認の部(愛知陸協登録者)
26日(土) 100m･4×100mR･走幅跳･砲丸投

非公認の部(非登録者)
100m･走幅跳･砲丸投
共通
2000m
（39歳以下･40歳代･50歳代･60歳代,70歳以上)

高　校 1日目
男子　100m･4×100mR･走幅跳･砲丸投
女子　100m･4×100mR･走幅跳･砲丸投
2日目
男子　400m･1500m･110mH･4×400mR･走高跳･やり投
女子　400m･1500m･100mH･4×400mR･走高跳･やり投

中　学 1日目
男子　100m･走高跳･4×100mR
女子　100m･走高跳･4×100mR
2日目
男子　400m･1500m･110mH･走幅跳･砲丸投
女子　200m･800m･100mH･走幅跳･砲丸投

小学校 1日目
4年50m･5年100m･6年100m･50mH(65cm)･4,5,6年走高跳･
4,5,6年走幅跳･4,5,6年ジャベリックボール投
･4×100mR(学年別･男女別)
2日目
1000m

４．参加について ①一般の部　名古屋市内在勤・在住者の社会人・大学生に限ります
　　　　　　　　　１名１種目(リレーは除く)

②高校の部　名古屋市内の高等学校に在学中の生徒に限ります
　　　　　　　　　１校１種目２名まで・１名１種目(リレーは除く)

　　　　　　　　　リレーは１校１種目１チーム

③中学の部　名古屋市内の中学校に在学中の生徒に限ります

　　　　　　　　　１校１種目２名まで・１名１種目(リレーは除く)

④小学生の部　名古屋市内の小学校に在学中の児童に限ります

　　　　　　　　　１名１種目まで(1000m・リレーは除く)
注意
　　クラブチームに所属する中学生も１団体１種目２名･１名１種目までです。

⑤申込　　　　すべてのカテゴリーでメールでの申し込が必要となりました。
　　　　　　　　 必ず、メールを送信してください。
　　　　　　　　 申し込みファイルは、以下のアドレスからダウンロードしてください。

⑥プログラムは個人団体毎に１部無料でお渡しします。

　追加で必要な場合は１部１０００円で販売します。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

平成29年8月26日(土) 8月27日(日)
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プログラム追加購入分代金納入先
☆郵便振替

口座番号 00870 = 3 = 90904

加入者名 名古屋地区陸上競技協会

金　　額 追加プログラム冊数×1000円

通信欄に記入事項（おところ、おなまえの他に）

①申込大会名（大会期日）

②申込団体名・学校名のいずれか

ゆうちょ銀行以外からの振り込みを行う場合は、以下の番号を使用してください。

店名 〇八九 店 店番 ０８９

ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ

預金項目 ２ 当座預金 口座番号 ００９０９０４

☆銀行振込

三菱東京UFJ銀行　尾張新川支店　（店番号８９４）

普通預金　口座番号００７４９４８

口座人名義　名古屋地区陸上競技協会　会長　坂井田酵三

振込の際は、振込名義を大会番号＋団体名で行ってください。

　　例）　００１ｱｻﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ

振込口座の間違いにお気をつけください。

団体名が判らなくなりますので、

振込団体名に、ｱｲﾁｹﾝﾘﾂやﾅｺﾞﾔｼﾘﾂなどは、絶対に付けないでください.

６．申込ｱﾄﾞﾚｽ 一般・高校 shisupo.moushikomi@gmail.com
中学校 maezu-j@nagoya-c.ed.jp
小学校 arimatsu-e@nagoya-c.ed.jp

７．申込締切
８．その他 (1)小学生のフィールド競技は、トップ８を実施しません。

(２)記録会の部への参加については、名古屋地区要覧市民スポーツ祭
　 記録会のページをご覧ください。

(4)メールの件名には、必ず団体名を記入してください。
(5)申込ファイル名も団体名に変えてから送信してください。
(6)中学校･高校は、申し込み人数に応じて、本競技場２F･３F
　のスタンド下の割り振りを行いますので、場所取りは
　行わないでください。

7月21日(金)メール必着

(3)時間プログラム、受付一覧、大会注意事項、待機場所割当表、エントリーリ
ストは、大会７日程度前に　愛知陸協ホームページにアップします。
　　↓名古屋地区の競技会のアドレスです。

http://www.aichi-rk.jp/01_01nittei.htm

払込取扱票に必要事項を記入し、郵便振替払込請求書兼受領証の写しを「種目別
申込人数一覧表」の貼付欄に貼付してください。振替用紙は郵便局に備え付けの
青の振込取扱票を使用し、下記の事項を必ず記入してください。
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