“日清食品カップ”愛知県小学生陸上競技交流大会
第 ７回東海小学生選手権大会愛知県予選会
第３８回愛知県小学生リレー競走大会

WEB 申込

郵

必須

必須

１ 主

催

一般財団法人愛知陸上競技協会

２ 後

援

公益財団法人日本陸上競技連盟、公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団
公益財団法人 愛知県スポーツ協会

３ 協

賛

日清食品ホールディングス株式会社

４ 日

時

２０２１年 ６月２６日（土） 午前９時３０分競技開始予定

５ 会

場

パロマ瑞穂公園北陸上競技場

送

名古屋市瑞穂区萩山町３－６８－１

６ 種目および編成条件
性別

全国
男子

全国
女子

東海
男子

東海
女子

５年１００ｍ

男女

１名

１名

５名

５名

６年１００ｍ

男女

１名

１名

５名

５名

コンバインドＡ：
８０mハードル（高さ７０㎝）・走高跳

男女

１名

１名

５名

５名

コンバインドＢ：
走幅跳・ジャベリックボール投

男女

１名

１名

５名

５名

実 施 種 目

男女混合４×１００ｍＲ
混合
中止
６チーム
男女各３名ずつ。内男女補欠各１名ずつ。
※ コンバインド各種目の得点は、「ＪＡＡＦ小学生混成競技得点表(２０２０年度版)」による。
※ 小学校５・６年に該当する年齢の選手であること。
オープン種目（トラック種目はタイムレース決勝。フィールド種目の試技は２回とする。）
５年生

４年生
※３年生以下は出場できない

男女混合４×１００ｍリレー

５年生の男女各３名ずつ
（内男女補欠１名ずつ）
※４年生も出場可

男女混合４×１００ｍリレー

４年生の男女各３名ずつ
（内男女補欠１名ずつ）

５０ｍ走 ８０ｍＨ（高さ６０㎝）
走高跳
走幅跳
ジャベリックボール投

７ 参加資格ならびに条件
①愛知陸上競技協会「小学生友の会」の会員であること。
②地区開催の予選会で参加記録到達者及びチーム。
尾 張地区…4/4(日)尾張地区記録会、5/30(日)小学生リレー大会尾張地区予選会
名古屋地区…5/16(日) 第１回名古屋地区春季記録会、5月30日(日)②第２回名古屋地区春季記録会
西三河地区…5/9(日)第1回西三河小学生記録会、5/23(日)第2回西三河小学生記録会
東三河地区…5/16(日)東三河小学生リレー競走大会、5/23(日)東三河小学生春季記録会
③保護者の出場承認があり、引率責任者が必要。
④１人が出場できるのは、単独種目で１種目、リレー種目で１種目の合計２種目までとする。
但し、オープン種目は一人１種目とする。（単独種目とリレー種目は兼ねることはできない。）
⑤リレーチームは、各団体１チームとする。編成については、その団体に所属する選手で、予選大会にエ
ントリーされた者の中から構成する。

＜参加記録＞（追い風参考記録でも出場可。）
種 別
種
目
共通4×100mＲ
混合リレー種目
5年 4×100mＲ
4年 4×100mＲ
6年100m
5年100m
単独種目
コンバインドA
コンバインドB
50m
80mH
4年単独種目
走高跳
走幅跳
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

男子

女子

15"80
16"30
1400
1500

16"00
16"70
1200
1200

混合
1’03"00
1’05"00
1’07"00

8"90
20"00
90cm
2m90
25m00

20m00

８ 競技規則
本年度日本陸上競技連盟競技規則および「友の会ルール」に準じて行う。
①スパイクシューズの使用はできるが、裸足での競技は禁止する。スパイクのピンの長さは、９ｍｍ以下
とする。
②スタートの合図は英語で行い「Ｏｎ ｙｏｕｒ ｍａｒｋｓ」「Ｓｅｔ」不正スタートは、１人が２回
で失格とする。失格となった場合は、オープン参加とする。（本人の意思表示で欠場も可）
スタートは、クラウチングスタート。スタートブロックは使用してもしなくてもよい。
③混合リレーのオーダーは、男女各２名で編成し、走順は自由とする。
＊大会本部（友の会）が認めた場合のみ、リレー競技にエントリーしていない競技者がリレーに出場
することができる。但し、オープン参加となる。（当日の事故・発熱・ケガ等の対応として）
＊オープン種目のリレー（５年・４年）は、友好レースを行う。リレー競技にエントリーした者のう
ち、リレー競技に出場しない競技者が参加できる。
④８０ｍＨの規定
ｽﾀｰﾄ～第１ﾊｰﾄﾞﾙ
高さ
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
台数
最終ﾊｰﾄﾞﾙ～ﾌｨﾆｯｼｭ
共 通
１３ｍ
70.0cm
７ｍ
９台
１１ｍ
４ 年
１３ｍ
60.0cm
７ｍ
９台
１１ｍ
⑤走高跳の跳び方は「はさみ跳び」とし、脚が最初にバーを越え、マットへの着地は足裏からとする。
自分が申告した高さから試技を開始し、２回続けて失敗した時点で終了とする。ジャンプオフを行う。
⑥走幅跳は、全ての種目で試技は２回とする。
⑦ジャベリックボール投は、助走を１５ｍ以内とする。試技は２回とする。試技の際には、ボール本体を
持ち、オーバーハンドスローで投げることとする。羽だけを持って投げることは禁止する。
⑧招集指導は、引率指導者（大会本部発行ＩＤ所有者のみ）で責任をもって行う。コンバインド種目は、
各種目ごとに招集を行う。
⑨全国大会県予選会種目（５・６年１００ｍ）については予選・決勝を行う。予選はタイムレースとし、
同タイムにより９名（チーム）以上になった場合、抽選により決定する。リレーはタイムレース決勝
とする。
⑩コンバインドは、最初の種目で棄権した競技者は、２種目には出場できない。
⑪２種目の合計得点で順位を決定する。合計得点が同点の場合は、同順位とする。同順位の競技者が出
た場合は、各種目順位のより高い競技者を全国大会へ推薦する。
９ 全国大会・東海大会への出場について
①全国大会へは、予選会種目の各種目優勝者を推薦する。（リレーは今年度中止）全国大会出場者は東海
大会に出場することはできない。辞退がある場合は、次位を順次繰り上げて推薦する。全競技終了後、
監督者会議を行う。
②東海大会へは、出場資格者・チームが決定次第当該団体へ関係書類を郵送する。男女とも５年１００ｍ、
６年１００ｍ、コンバインドＡ、コンバインドＢは２～６位を、男女混合４×１００ｍＲは１位～６位を
推薦する。全国大会出場者及び、辞退者が出た場合は、７～８位の選手を順次繰り上げて推薦する。共通
混合リレーメンバーに全国大会出場者がいる場合のみ選手の追加を認める。
10 参 加 料

単独種目 １種目 ４００円

リレー１種目 ５００円

11 申込方法

ＷＥＢと郵送申込とする。
※郵送は愛知陸上協会事務所に行うこと。（地区担当者ではない）

①愛知陸協ＨＰ【http://www.aichi-rk.jp/】より「https://nishi-nans21v.com/」をクリックして、
ＮＩＳＨＩのＨＰにユーザー登録をして申し込みをする。
②「入力シート」「印刷」
「集計チェック」「コンバインド種目個票」シートをダウンロードし、入力・
プリントアウトする。
③プリントアウトした内容と同じものを、地区担当者へメール送信する。
④参加料（予約プログラム代・記録集代含む）をゆうちょ銀行振込で納入し、払込金受領証のコピー
を「印刷」シートに貼付する。
◇ゆうちょ銀行振込先
ゆうちょ銀行以外
口座番号
００８７０＝０＝１００８５２
店名 ｾﾞﾛﾊﾁｷｭｳ支店 店番 089
加入者名
愛知陸上競技協会
預金項目 ２ 当座預金
金
額
参加料等（予約ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ代等も含む）
口座番号 ０１００８５２
通信欄記入事項 (ｱ)大会名、期日 (ｲ)申込団体名（地区名も）または個人登録者名
⑤「②」のプリントアウトした書類を愛知陸協へ６月４日（金）必着で郵送する。
〒460-0012 名古屋市中区千代田２－１９―１６ ハレラニ千代田 301 号室
愛知陸上競技協会
「県小学生リレー大会」宛
＊申込一覧表には愛知陸協ナンバーを入力しない。
＊審判員数または補助役員数を大会参加者数に応じ、記入する。
＊コンピュータ処理のため、氏名、フリガナ、記録は正確に入力すること。
12 申込期間 ５月２４日（月）～６月４日（金）必着
13 表

彰

≪ＷＥＢ申込は、６月２日（水）≫

各種目１～８位に愛知陸協より賞状を授与する。“日清食品カップ”愛知県小学生交流陸上
大会の各種目１位～３位に日清食品ホールディングス(株)より賞品と賞状を授与する。

14 そ の 他
①競技中に発生した傷害については、応急処置は主催者で行うが、以後は保護者の責任で行う。
②アスリートビブスは、主催者が用意する。友の会ナンバーは使用しない。
③プログラムは予約販売。１部１０００円。
④競技時間は愛知陸協ホームページに掲載する。電話等の問い合わせには応じない。
アドレス
http://www.aichi-rk.jp/
15 個人情報について
本大会主催者は、この大会に参加するすべての競技者の個人情報を競技運営に必要とする用途以外には
使用しない。また、競技者およびその保護者は、大会プログラム、インターネット及び映像に、姓名、年
齢（学年）所属、リザルトの公開を承知の上で、申し込みを行うこと。
運営の人数が不足し、大会運営が困難になっていますので、大会運営に協力していただくことも踏まえ、補
助役員をお願いします。参加選手数１０名以上のチームは１名、２０名以上のチームは２名、３０名以上のチ
ームは３名の補助役員を出していただくようにお願いします。既定の人数の補助役員を出すことができないチ
ームは、参加をお断りします。「集計チェックシート」に必ず入力してください。
清掃当番は、参加人数の多い団体で割振りを行わせていただきます。

◆選手の人権保護の観点から、写真･ビデオ撮影について、以下の点にご協力ください◆
※保護者および本人の了解がない撮影を禁止します。

※観客席での撮影禁止をさせていただくエリアは下記の席です。
◎各種目のスタート後方
◎走高跳、走幅跳の助走後方・着地前方
◎走高跳マットに向かった正面（クリアランス動作中）
※選手がスターティングブロックの足合わせをしたり、試技を待っていたりしている間や、身体を
動かしているなどの準備を行っている時。
※また他者に著しく迷惑をかける行為として主催者で判断した場合は、すみやかに警察および関係
機関に連絡します。

