
 

 

   

 

 

サトウ食品 日本グランプリシリーズ 広島大会 

第 55回織田幹雄記念国際陸上競技大会要項 
 

 新型コロナウイルス感染症の対応策について  

有観客・無観客開催については今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況によって決定します。 

大会開催に向けて準備を進めていますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、競技会の開催が中止・延期になる

場合がありますので、予めご了承ください。 

なお、本大会は、日本陸上競技連盟「陸上競技再開のガイダンス」に準拠し競技会運営を行います。 

大会参加者の皆様は、必ず事前に確認いただき、感染症対策を徹底したうえでのご参加をお願いいたします。 

「陸上競技再開のガイダンス」は、日本陸上競技連盟のホームページに掲載しています。また、今後ガイダンスの更新に当た

り、大会要項を変更する可能性がございます。予めご了承下さい。 

 

１ 主  催 広島陸上競技協会・中国新聞社 

２ 後  援 日本陸上競技連盟・日本パラ陸上競技連盟・広島県・広島市・海田町・広島県教育委員会・広島市教育委員会 

広島県スポーツ協会・広島市スポーツ協会・広島県スポーツ振興財団・久保スポーツ振興基金 

ＮＨＫ広島放送局 

３ 協  賛 キリンビバックス  ミズノ  セイコーホールディングス（オフィシャルタイマー） 

４ 協  力 青少年健全育成協力企業 

５ 期  日 ２０２１年４月２９日（木・祝） 

６ 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） 

        〒731-3167 広島市安佐南区大塚西５－１－１ 

        TEL（０８２）８４８－８４８４  FAX（０８２）８４８－８４６０ 

７ 種  目 ★ＧＰ種目（男子８種目 女子７種目 計１５種目） 

男子 １００ｍ １１０ｍH(1.067m) ３０００ｍ ３０００ｍＳＣ 棒高跳 走幅跳 三段跳 やり投 

女子 １００ｍ １００ｍH(0.838m) ５０００ｍ ３０００ｍＳＣ 走高跳 砲丸投 やり投 

       ※以上の１５種目については WA ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾂｱｰ(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)【C ｶﾃｺﾞﾘｰ】種目として行う。 

またこの１５種目を賞金対象種目とする。金額等詳細については検討中。 

男女 100m については最初の時間帯で予備予選を「ｾｲｺｰﾁｬﾚﾝｼﾞﾚｰｽ」と称して実施する。 

この予備予選については「参加資格とｴﾝﾄﾘｰに関する補足説明」を確認されたい。 

☆Non ＧＰ種目    男子 ５０００ｍ  

☆全国高校生選抜種目 男子 三段跳（織田幹雄賞対象種目） 

☆パラ陸上競技種目（クラス表記は決定後に記載） 

         男子１００ｍ  女子１００ｍ 

☆ミズノチャレンジ（男子３種目 女子３種目 計６種目） 

         中国五県ジュニア   男子 １００ｍ      女子 １００ｍ 

                           高１男子３０００ｍ    高１女子１５００ｍ 

西日本ジュニア        男子 ５０００ｍＡ・Ｂ   女子 ３０００ｍＡ・Ｂ  

☆県内種目（男子６種目 女子６種目 計１２種目） 

        小学生        男子 １００ｍ，４×１００ｍＲ   

                   女子 １００ｍ，４×１００ｍＲ 

        中学生        男子 １００ｍ，３０００ｍ，４×１００ｍＲ 

                   女子 １００ｍ，１５００ｍ，４×１００ｍＲ 

                高校生             男子 ４×１００ｍＲ    女子 ４×１００ｍＲ 

 

 



８ 参加資格 （１）２０２１年度日本陸上競技連盟登録競技者で、ＧＰ種目については、「サトウ食品日本グランプリシリ

ーズ ２０２１年シリーズ要項」にもとづくものとする。 

 主催者によりＧＰ種目にはエントリー資格記録とエントリー人数に上限を設ける（ﾀｰｹﾞｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ方式）。 

エントリー資格記録に関わらずＧＰシリーズ要項に基づき、主催者・日本陸連強化委員会が招待・推薦

する競技者が参加資格を得て、出場することがある。 

詳しくは「参加資格とエントリーに関する補足説明」を確認すること。 

エントリー資格記録の有効期間は、２０２０年１月１日～２０２１年４月４日までとする。 

（２）外国人競技者は日本陸上競技連盟との協議により決定する。 

       （３）全国高校生選抜種目「男子三段跳」については、ランキング上位から主催者で選抜する。 

（４）パラ陸上競技種目の出場者は、日本パラ陸上競技連盟の指定選手とする。 

９ 競技規則  ２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による（ＷＡＣＴのブロンズ該当種目に

ついては２０２１年ＷＡ競技規則を適用する）。 

10 参 加 料 （１）ＧＰ種目の招待選手と全国高校生選抜種目、中国五県高校生（１００ｍ・高 1）種目及びパラ陸上競技

種目については、参加料を徴収しない。 

（２）ＧＰ種目・Non GP 種目：1 人１種目４，０００円とする。 

       （３）西日本ジュニア種目:１人１種目２，０００円とする。 

       （４）県内中・高校生種目:１人１種目１，０００円とする。リレーは、１チーム２，０００円とする。 

（５）県内小学生：１人１種目５００円とする。リレーは、１チーム１，０００円とする。 

       ※各種目とも傷害保険料を含む（大会参加中に負傷した場合に限る）。 

       ※傷害保険内容 死亡・後遺障害 200 万円 入院（日額）5,000 円 通院（日額）3,000 円 

 【支払方法】★１０（２）の参加料の支払いは、エントリー確定後にクレジットカードによるオンライン決済を基本とする 

がコンビニ決済でも支払うことが出来る。エントリーフォームの画面の指示に従うこと。 

        エントリーが確定した競技者はいかなる理由があっても必ず送金すること。 

        送金期間 ２０２１年４月１４日（水）から２０２１年４月１９日（月）１７時００分 

※納入した参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

        （大会運営の準備にも多額の費用がかかるため、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で大会が中止 

         になった場合も返金しないことを予めご了解いただきたい。） 

☆西日本ジュニア、県内小学生・中学生・高校生種目の参加料支払いは、銀行振込のみとする。持ち込みや郵 

送での申込・支払はしないこと。 

●銀行振込先は、次の口座とする。 

必ず「オダ・団体名」（団体名は登録団体名の略称を必ず用いること）と記載して振り込むこと。 

もみじ銀行 温品支店（１８６） 普通 口座番号０２５４１９７ 

織田陸上広島陸上競技協会  会長 三宅 勝次 

11 申込方法 （１）ＧＰ種目・Non GP 種目の申込は、広島陸上競技協会ホームページ「55 織田記念国際陸上」から直接イ

ンターネットにより申込むこと。 

※広島陸上競技協会ホームページ https://hiroshimatf.org/ 

         ※申し込みのときに資格を取得した大会が表示されないとき（陸上競技マガジンの記録データにない場

合）は、その大会の記録証明（記録証明書、正式なリザルト、などはっきりわかるもの）を申込画面の

指示によってアップロードするか、４月６日（火）必着で大会事務局（住所等は「17 問い合わせ先・ 

申込み先」を参照）へ郵送もしくはＦＡＸ、メールで連絡すること。 

（２）中国五県ジュニア・西日本ジュニア・県内高校生種目については、申込方法を別途定める。 

（３）県内中学生・小学生種目の申込は、広島陸上競技協会ホームページ「55 織田記念国際陸上」から「申込

書」を開きデータを入力保存し、下記に示す担当者までメールで送ること。メール申し込み後は担当者

が必ず確認メールを送る。返信がない場合は、申込みができていないことになるので問い合わせするこ

と。申込書の形式変更や加工などをしないこと。加工などがある場合は受け付けできない。 

（４）申込期間 ２０２１年３月１６日（火）１３：００から４月６日(火)１３：００までとする。 

          ☆県内中学生・高校生種目の参加料支払いは、４月６日(火)１７：００までとする。 

          ☆県内小学生・西日本ジュニア種目は、参加が決定した後に、申込要領に記載の期限までに参加料を銀

行振込にて支払うこと。 

 



12 招待選手  ★ＧＰ種目：ＧＰシリーズ大会申し合わせ事項による。 

（外国競技者については、日本陸上競技連盟と協議のうえ決定する。） 

☆中国五県高校生男・女１００ｍ（広島県を除く各県男女１名） 

経費：交通費は主催者が負担する。宿泊が必要な場合は、広島陸協ホームページから指定宿泊へ宿泊申込

を必ず行うこと。指定宿舎に宿泊した場合のみ費用を主催者側が負担する。指導者も同様とする。 

☆中国五県高校１年生男子３０００ｍ、女子１５００ｍは参加料を徴収しないが、交通費・宿泊費等は自己 

負担とする。（宿泊が必要な場合は広島陸協ホームページから申し込むことができる。） 

13 欠場について 番組（組）編成については、競技前日に欠場者を除いて行う種目もあるので、大会参加が認められた後に 

傷病等で欠場する場合は、欠場届を必ず提出すること。その際、必要事項を不備のないように記入し、競 

技前日１２時までに広島陸協事務局へメールやＦＡＸ（０８２－２２２－６９９１）等で届け出ること。 

届けなく欠場した場合は、日本陸連及び広島陸協や加盟団体の主催・主管する競技会に出場を認めない処 

置を講ずることがある。 

14 表  彰 （１）世界記録賞（２）日本記録賞（３）織田幹雄賞（全国高校生選抜種目 男子三段跳 優勝者） 

（４）特別賞：大会ＭＶＰ、男子三段跳優勝者 （５）各種目３位までにメダルを授与する。 

15 個人情報 （１）主催者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 

う。なお、取得した個人情報は本大会の資格審査、プログラム編成会議及び作成、記録発表、公式ホ 

ームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

       （２）本大会はテレビ放送及びインターネット上で動画配信を行うことがある。 

       （３）本大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者、日本陸連及び主催者、共催者、日本陸連 

          が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、グッズ制

作、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。 

（４）出場選手の名前及び所属をプログラム及び新聞に掲載する。 

16 その他  （１）本大会に関するすべての連絡事項（エントリー状況、競技日程、参加者連絡等）は、４月１４日以降

随時広島陸上競技協会ホームページ（https://hiroshimatf.org/）上に掲載する。 

（２）競技中に発生した傷害・疾病についての応急措置は主催者側にて行い、保険の適用範囲内で対応するが 

以後の責任は負わない。 

（３）棒高跳用ポール送付については、日本陸上競技連盟ホームページを確認のこと。 

  【送付先】〒731-3167 広島市安佐南区大塚西５－１－１ 

               広島広域公園陸上競技場内 TEL（０８２）８４８－８４８４   

（４）ドーピングコントロールについては別紙を必ず確認すること。 

（５）競技者の衣類及び競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込める物品の商標の大きさは、『競技会に 

おける広告および展示物に関する規程』による。 

（６）指定宿舎は次のとおりとする。 

                   外国・国内招待選手 「リーガロイヤルホテル広島」 

〒730-0011 広島市中区基町 6-68  ℡082-502-1121 

           中国五県高校生１００ｍ（男女）「広島ダイヤモンドホテル」  

〒733-0036 広島市西区観音新町 2-4-6   ℡082-292-3161 

         ※なお、招待・一般参加に関わらず、指定宿舎を含めた大会オフィシャルホテルへの宿泊申込は広島陸協 

ホームページより行うこと。招待選手（中国五県高校生 100m も含む）も必ず広島陸協ホームページから 

各自で指定宿舎への宿泊申込を行うこと（宿泊日程や関係スタッフの申込との確認等があるため）。 

この申込手続きを行わない場合は、大会関係サービスを受けることができない。 

指定宿舎を含めた大会オフィシャルホテルに宿泊した場合でも、別ル-トからの予約による宿泊について 

は、大会関係のサービスを受けることができないことがある。 

（７）宿泊に関する問い合わせ先  

たびまちゲート広島（旧：ひろでん中国新聞旅行株式会社） 

｢織田幹雄記念国際陸上競技大会」係 担当：木戸 

       〒730-0021 広島市中区胡町 3-19 

TEL 082-543-2102     Fax 082-543-2019   e-mail:rikujo@topic-tour.co.jp 

       

  

https://hiroshimatf.org/
mailto:rikujo@topic-tour.co.jp


（８）有観客の場合の入場券については前売券の準備が出来次第、広島陸上競技協会のホームページ上に情報を

掲載する。 

（９）本大会は、第 76 回国民体育大会「三重とこわか国体」広島県代表選手選考競技会とする。 

 

17  問い合わせ先・申込み先 

      ★グランプリ種目（Non GP 種目含む）等全般の問い合わせ 

    【大会事務局】 〒730-0011 広島市中区基町４－１ 広島県体育協会内    

一般財団法人広島陸上競技協会  事務局 

                    TEL 082-223-3256  FAX 082-222-6991  e-mail：haaa@eos.ocn.ne.jp 

【大会担当者】  浜﨑 正信  

TEL 090-8716-8126 e-mail：hamahsaki@yahoo.co.jp 

 

☆西日本ジュニア 男子５０００ｍ、女子３０００ｍ   

中野  繁  

TEL 090-1015-4042  e-mail：s04nakano@yahoo.co.jp 

 

☆中国五県高校１年生 男子３０００ｍ  女子１５００ｍ   

浜﨑 正信（広島市立基町高等学校）  

TEL 090-8716-8126 e-mail：hamahsaki@yahoo.co.jp 

 

☆中国五県高校生 男子 １００ｍ 女子 １００ｍ  

☆県内高校関係  男子 ４×１００ｍＲ  女子 ４×１００ｍＲ 

玉田 のぶえ（広島県立黒瀬高等学校）  

TEL 0823-82-2525  FAX 0823-82-2527   e-mail：ralphpolp1235@yahoo.co.jp 

     

☆県内中学校関係 男子 １００ｍ ３０００ｍ ４×１００ｍＲ 

             女子 １００ｍ １５００ｍ ４×１００ｍＲ 

岡  修平（広島市立井口中学校）  

TEL 082-277-5747   FAX 082-279-8057  e-mail：oka096@e.city.hiroshima.jp 

 

☆県内小学生関係 男子 １００ｍ ４×１００ｍＲ 

女子 １００ｍ ４×１００ｍＲ 

             鰐川 裕司（広島市立吉島小学校）  

         TEL 082-241-4809   FAX 082-243-0283  e-mail：h.wanikawa@nifty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 55 回織田幹雄記念国際陸上競技大会 

参加資格とエントリーに関する補足説明 

ならびにエントリー資格記録とエントリー上限数 

 

 【 種目 】   【ｴﾝﾄﾘｰ資格記録】 【ｴﾝﾄﾘｰ上限数】 

男子 １００ｍ      １０秒５０    ２０名  予選は１組８名×３組で行う。 

                           ２４名（８人×３組）に満たない不足人数（４名＋棄権者数）は

予備予選から進出できるものとする。 

予備予選についても３組２４名までを上限とする。 

  ３０００ｍ    ８分００秒００    ２４名 

  （5000m の場合   13 分 45 秒 00） 

   １１０ｍＨ     １４秒３０    ２４名 

  ３０００ｍＳＣ  ８分５５秒００    ２４名 

    棒高跳       ５ｍ３０    １２名 

    走幅跳       ７ｍ７０    １２名 

三段跳      １５ｍ８０    １２名 

やり投      ７４ｍ００    １２名 

 

※ノングランプリ種目の男子５０００ｍのエントリー資格記録は設けない（最大２組の予定）。 

 

女子 １００ｍ      １２秒００    ２０名  予選は１組８名×３組で行う。 

                           ２４名（８人×３組）に満たない不足人数（４名＋棄権者数）は

予備予選から進出できるものとする。 

予備予選についても３組２４名までを上限とする。 

５０００ｍ   １６分３０秒００    ３０名  （申込人数が多い場合は組数を増やすことがある） 

   １００ｍＨ     １３秒７０    ２４名 

  ３０００ｍＳＣ １１分００秒００    ２４名 

    走高跳       １ｍ７０    １２名 

    砲丸投      １３ｍ８０    １２名 

やり投      ５３ｍ５０    １２名 

 

１ 申込期間は３月１６日（火）１３：００から４月６日（火）１３：００までとする（広島陸協ＨＰから申し込むこと）。 

  エントリー資格記録の有効期間は２０２０年１月１日から２０２１年４月４日とする。 

２ ４月１４日（水）に、出場リストとウエイティングリストに分けたエントリーリストを公開予定である。 

（エントリー資格記録にかかわらず、主催者（広島陸協）・日本陸連強化委員会による招待・推薦競技者が出場リストにエ

ントリーされることがあるので予めご了承いただきたい。） 

３ 申込人数がエントリー上限数に満たない場合は、主催者で補充することがある。 

４ 参加料支払は４月１４日（水）エントリーリスト公開後から１９日（月）１７：００までとする。 

  エントリーシステムの指示に従って支払うこと。 

５ 参加料支払い確認が終わった最終エントリーリストを４月２２日（木）に公開予定である。 

６ ウエイティングシステムによる各種目の繰り上げ出場の連絡は４月２５日（日）までとする。 

 

※男女１００ｍについては上位２０名がグランプリ種目の予選（３組の予定）から参加することができる。 

 残り４名と４月２６日(月)以降、大会当日までに棄権者が出た場合はその人数も含めて、大会当日最初の時間帯に予備予選

を行い、成績上位の者が予選に進出できるものとする。 

４月２６日（月）以降に予備予選参加予定競技者に棄権が出た場合の対応は主催者で決定する。 

 男女１００ｍの予備予選は「セイコーチャレンジレース」と称する。 

※繰り上げ出場による場合の参加料の支払いについては直接広島陸協へ支払うものとし、支払い方法は繰り上げ出場の連絡の

際に合わせて連絡するものとする。 

※ＧＰ各種目の繰り上げ出場者の名前については、印刷スケジュールの関係上、プログラムに掲載されない場合もある。 



【別紙】 

＜ドーピング・コントロールについて＞ 

(1) 本競技会は、ワールドアスレティックス アンチ・ドーピング規則および規程、もしくは日本アンチ・ドーピング規

程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液 

（或いは両方） の採取が行われる。該当者は指示に従って検査を受けること。 

(2) ＴＵＥ申請について 

禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得ない競技者は“治療使用特例

（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細については、日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ

（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は日本アンチ・ドーピング機構ホームページ

（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。 

(3) 競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要となる。顔写真のついた学生証、社

員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポートコピーなどを持参すること。 

(4) 本競技会参加者（18 歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング

規程にしたがい、ドーピング・コントロール手続の対象となることに同意したものとみなす。18 歳未満の競技者につ

いては、本競技会への参加により親権者の同意を得たものとみなす。 

(5) 本競技会に参加する 18 歳未満の競技者は、親権者の署名した同意書を大会に持参し携帯すること。親権者の同意書

フォームは、日本アンチ・ドーピング機構（JADA）のウェブサイト

(https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html )からダウンロードできる。18 歳未満の競技者はドーピング検査

の対象となった際に、親権者の署名が記載された当該同意書を担当検査員に提出すること（注意：2020 年 12 月末ま

でに日本陸連に 18 歳未満競技者親権者同意書を提出している場合でも、検査時に 18 歳未満であれば JADA に当該同

意書を提出すること）。なお、親権者の同意書の提出は 18 歳未満時に 1 回のみで、当該同意書の提出後に再びドー

ピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング検査時に申し出ること。ドーピング検査

会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査後 7 日以内に JADA 事務局へ郵送にて提出すること。親

権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピング・コントロール手続に一切影響がないものとする。 

(6) 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回避し

た場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することができ

なかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場

合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。 

(7) 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了後 2 時間の安静が必

要となるので留意すること。 

(8) 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ･ドーピング機構

のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認すること。 

 

 


