
昨年までの実施要項の内容を変更しています。よく読んで間違えないようにしてください。 

 

(公財)広島市スポーツ協会助成金事業 

令和２年度 

第９９回広島市陸上競技選手権大会要項 

（広島市・呉市友好親善陸上競技大会） 

１．主   催  公益財団法人広島市スポーツ協会・広島市陸上競技協会 

 

２．後   援  広島市  広島市教育委員会  中国新聞社 

 

３．日   時  令和２年９月１９日（土） 受付 ８：００  競技開始宣言・表彰 ９：００ 

競技開始 ９：３０ 

         令和２年９月２０日（日） 受付 ８：００  競技開始 ９：３０ 

 

４．会   場  広島広域公園陸上競技場（エディオンスタジアム広島） 

 

５．種   目  男 子  100m・200m・400m・800m・1500m・5000m・5000mW 

              110mH・400mH・3000mSC・4×100mR・4×400mR 

              走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳 

              砲丸投・円盤投・やり投 

          オープン種目：中学 110mH 砲丸投  

         女 子  100m・200m・400m・800m・1500m・3000m・5000mW 

              100mH・400mH・4×100mR・4×400mR 

              走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳 

              砲丸投・円盤投・やり投 

          オープン種目：中学 100mH 砲丸投 

      第１日目の競技 

         男 子  200m・800m・5000m・110mH・4×400mR 

              走高跳・三段跳・やり投  

女 子  200m・800m・3000m・100mH・4×400mR 

              走高跳・三段跳・やり投 

      第２日目の種目 

         男 子  100m・400m・1500m・5000mW・400mH・3000mSC・4×100mR 

              棒高跳・走幅跳・砲丸投・円盤投 

 

女 子  100m・400m・1500m・5000mW・400mH・4×100mR 

              棒高跳・走幅跳・砲丸投・円盤投 

 

６．参加資格  広島市陸上競技協会の登録者と広島市内の中学校・高等学校・大学に在籍する生徒・学生。 

広島市外の者はオープンで参加できるが，新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から 

広島県外からの参加は認めない。 

 



７．参加制限  ＊１人の出場種目数は３種目以内とする。（リレーは含まない） 

        ＊リレーは学校（団体）で１チームとする。 

≪中学生≫ 

＊中学生は出場できるが，全種目で一般の競技者と同等の扱いをする。 

        ＊中学生は、男子 3000ｍ、女子 1500ｍの距離を超える種目には出場できない。 

       ＊広島県中学校陸上競技選手権大会で実施されない種目には出場できない。 

 

８．参 加 料  中学生         １種目  300 円  ﾘﾚｰ１ﾁｰﾑ  500 円 

        高校生         １種目  500 円  ﾘﾚｰ１ﾁｰﾑ  1000 円 

        広島市内の大学に在学する者・広島市陸協に登録する団体の者 

   １種目  500 円  ﾘﾚｰ１ﾁｰﾑ 1000 円 

        広島市以外の大学に在学する者・広島市外に登録する団体の者 

                    １種目 1000 円  ﾘﾚｰ１ﾁｰﾑ 2000 円 

９．申込締切  令和２年８月１８日（火） 

 

10．参加料について 

  ◎参加料は申し込みと同時に納入すること。郵便振替または現金書留で納入すること。 

 ◎郵便振替で入金の場合 

   ＊郵便振替･･･口座番号（０１３６０－０－３９１０９） 加入者名（広島市陸上競技協会） 

＊通信欄に「競技会名」，払込人住所氏名欄に「団体名」を必ず記入すること。 

＊払込票のコピーを申込書に同封すること。 

  ◎大会が中止の場合は、いかなる理由でも参加料は返金しない。 

 

11．申込方法 

 (1) 次のものをそろえて事務局に送付すること。 

      ＊申込一覧表（男女別各１部）様式１－１ 

      ＊個人カード（男子は黒色，女子は赤色で記入し，記録を記入すること）様式１－２ 

     ＊参加料（郵便振替または現金書留） 

 

(2) 次の点に注意すること 

＊申込一覧表，個人カードは指定のもの（様式1-1，1-2）を使用すること。 

＊申し込みしめ切り後はエントリーの変更，追加，取り消しは認めない。また，参加料の返金はしない。 

＊申し込みは，学校，加盟団体でとりまとめて提出すること。  

 

(3) 申込先  

   〒731-0154 広島市安佐南区上安五丁目９－１６  高津真広方 

          広島市陸上競技協会  ＴＥＬ ０８２－８７２－５０４３ 

 

12．そ の 他   

(1) 広島市外の登録者，生徒，学生は，オープン参加として出場を認める。ただし，期日までに申込を行い，

出場は予選のみとする。（小学生は出場できない。） 

(2) 中学生は，ナンバーカードの代わりに学校名を付けてもよい。 

(3) トラック種目の短距離種目は予選を行い，数組でのタイム決勝とする。他は予選を行わずタイム決勝と



する。 

(4) 各種目の３位までを表彰する。賞状とメダルを授与する。オープン種目は表彰しない。 

(5) 走高跳・棒高跳の試技開始の高さは次の通りとする。 

＊ 走高跳 男子１ｍ４０ 女子１ｍ２０   

＊ 棒高跳 男子２ｍ５０ 女子２ｍ００ 

(6) 男子 5000m、5000mW、女子 3000m、5000mWはフィニッシュタイムに制限を設ける。 

(7) 傷害保険に加入するが，当日は応急処置のみとする。 

(8) 競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任も負わない。 

(9) ウイルス性の感染症等や悪天候を含む、競技会の運営および安全確保に支障をきたす不可抗力事態が発生、

または発生する恐れがある場合は、主催者は必要に応じて大会中止、一部中止、日程変更、試技回数等を

含む競技会の内容を変更することがある。 

(10) 呉市陸上競技協会登録の競技者は，オープン参加とする。 

(11) 参加団体（中学・高校・大学・登録団体）には競技役員を依頼するので役員名を必ず記入すること。 

（審判資格を取得していなくても支援役員として協力をお願いする。） 

(12) 参加の大学には競技役員を，中学校，高等学校には補助員としての協力をお願いする。 

(13) タイムテーブルは，(一財)広島陸上競技協会ホームページと広島市陸上競技協会のホームページ

(https://www.hcaa.jp)に原則として１週間前より掲載する。ホームページが見られない場合は，返信用封筒

（切手を貼り，宛名を書く）を申込書に同封すること。 

＜注＞ 事務局等に問い合わせないこと。 

 

資 料 

１． ハードル競走 

種 目 
ハードルの 

高さ 

ｽﾀｰﾄから第１ﾊ

ｰﾄﾞﾙまで 

ハードル間の

距離 

最後のﾊｰﾄﾞﾙか

ら 

ﾌｨﾆｯｼｭまで 

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子 

110mＨ 
0.914m 13.72m 9.14m 14.02m 

男子 110ｍＨ 1.067m 13.72m 9.14m 14.02m 

男子 400ｍＨ 0.914m 45m 35m 40m 

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子 

100mＨ 
0.762m 13m 8m 15m 

女子 100ｍＨ 0.840m 13m 8.5m 10.5m 

女子 400ｍＨ 0.762m 45m 35m 40m 

 

２．砲 丸 投  男子 7.260kg  女子 4.000kg  ｵｰﾌﾟﾝ中学男子 5.000kg  ｵｰﾌﾟﾝ中学女子 2.721kg 

３．円 盤 投  男子 2.000kg  女子 1.000kg 

４．や り 投  男子 800g    女子 600g 

５．フィニッシュタイム制限 

  ＊次の時間を超えて新しい周回に入らない。 

・男子 5000m･･･１９分  男子 5000mW･･･３０分  

・女子 3000m･･･１３分  女子 5000mW･･･３６分 



 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の対策について（お願い） 

下記の感染防止対策の徹底についての理解と協力をお願いいたします。 

○ 広島市陸上競技協会として感染拡大防止の対策に全力を尽くしますが、競技会に関わる全ての人の感染に

対するいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。 

○ 会場には選手と指導者・引率者以外は入らないでください。 

○ 競技中やウォーミングアップ中以外の会場内では必ずマスクを着用してください。 

○ 招集場においては、多くの参加者が集う場所なので、必ずマスクを着用し、できるだけ会話を控えてくだ

さい。また、他の人や持ち物との接触を避けるようにしてください。 

○ 招集場には出場者以外の人は立ち入らないでください。出場者は係の指示に従って着席してください。 

○ 競技中やウォーミングアップ中は、外したマスクの管理に注意してください。 

○ ウォーミングアップは補助競技場で行ってください。雨天練習場は使用できません。 

  雨天のときはウォーミングアップの場所を当日指示します。 

○ 競技以外のときはスタンドやコンコースで待機し、ソーシャルディスタンスに気をつけ、必要以上の会話

を控えてください。また、声を出しての応援は控えてください。 

〇 更衣室はできるだけ短時間で使用し、密集することのないように注意してください。また、更衣室に荷物

を置いたままにしないでください。 

○ 会場では、競技の前後や食事の前後など、こまめに丁寧な手洗い・うがいを行ってください。 

○ 会場への移動にも十分注意してください。 

 

 体調管理チェックシートの提出をお願いします。 

〇 参加団体同行者体調記録表（様式１－３）を１日目、２日目ともに受付に提出してください。参加団体同

行者体調記録表を提出しない場合は競技に出場できません。 

○ 大会前１０日間は、家庭で必ず検温と健康観察を行い、行動履歴とともに体調・行動履歴記録表（様式１-

４）に記入してください。発熱（概ね 37.5 度以上）や風邪の初期症状（せき・くしゃみ・鼻水・のどの痛み・

倦怠感 等）が２日以上あった場合は、参加の中止をお願いします。体調・行動履歴記録表は団体または個人

で大会終了後２週間程度保管してください。 

 ○ 大会後の２週間程度は「体調管理チェックシート」（様式１-５）で体調を記録してください。体調の異常

が３～４日続く場合は医師の診察を受けてください。その場合は結果を大会主催者に報告してください。 

 


