
第２回 東広島市陸上競技記録会 要項 

   

1  主 催     東広島市陸上競技協会 

 

2  後 援     広島陸上競技協会  

 

3  期 日     ２０２１年 ６月１３日(日)   

開門 7：00  役員受付 8：10～ 競技開始 9：00～ 

  

4 会 場     東広島市運動公園陸上競技場  

             〒739-0036 東広島市西条町田口 67-1  TEL（082）425-2525  

 

5  競技種目    

男子（小学 3～6年） 

100m 800m 80mH(70cm) 走高跳 走幅跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 4×100mR 

（一般・高校・中学）  

100ｍ 200m 400m 800m 1,500m 3,000m 110ｍH（中学 91.4cm 一般高校 106.7cm） 

 走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投（中学 5k 高校 6k 一般 7.26k） 

4×100ｍＲ 

跳躍，投てき競技の試技は３回までとする。 

女子（小学 3～6年） 

  100m 800m 80mH(70cm) 走高跳 走幅跳 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 4×100mR 

（一般・高校・中学）  

      100ｍ 200m 400m 800m 1,500m 100ｍH（中学 76.2cm 一般高校 84cm） 

 走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投（中学 2.72k 一般高校 4k） 

4×100ｍＲ 

跳躍，投てき競技の試技は３回までとする。 

  男女混合（小学 3～6年） 

4×100ｍＲ（男女２人ずつ） 

   

6 参加資格 広島県内在住または在校，在勤の選手に限る。 

２０２１年度日本陸上競技連盟登録者であること。  

 

7 申し込み方法 

（1）アスリートランキング HPにより申し込み，下記の口座に参加料の振り込みを行うこと。       

（2）エントリー開始は，５月２８日（金）とする。 

（3）締め切りは， ６月 ５日（土）23：59 まで，参加料払い込みは６月８日（火）までとする。 

   (4) 参加料 一般・高校 ￥６００／種目 小中学生 ￥４００／種目 リレー￥６００/全ｶﾃｺﾞﾘ 

    ※申し込み後の欠場・天候不順による中止ついては，返金には応じません。また期限までに入金

がない場合は申込が成立しない。  



    振込口座 

     広島銀行 西条南支店   ＣＭＦ番号 4251300 口座番号 3271230 

     名前 ヒガシヒロシマシリクジヨウキヨウギキヨウカイ 

 

     (5)参加制限 1 人 何種目でもよい。小学生は，２種目まで（リレーは除く）とする。 

     (6)問い合わせ先 東広島市陸上競技協会理事  井上 恭治 

   メール higashihiroshimarikkyou@yahoo.co.jp   第１優先  

    TEL  ０８０-６８９３-３４４７ 第２優先 

   ※電話(TEL)は，東広島市陸上競技協会の申し込み限定携帯電話番号です。対応については， 

    平日は夕方以降です。メールでの問い合わせをお勧めします。 

         ☆競技日程並びにスタートリストは後日アスリートランキングにて御確認下さい。  

          又，スタートリストの漏れがあれば，確認後速やかにご連絡下さい。  

８ その他  

      (１) 本競技会は，２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則に準じて実施する。 

（２）大会主催者は，競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負わない。 

(３) 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。  

   (４) 感染症拡大防止の為，競技会開始前の受付は，審判員のみとし，競技者は，招集時に体調管

理チェックシートを提出すること。(提出がない場合は，退場をお願いする。） 

   (５) 「密」を防ぐためできるだけ個人で行動し，競技時間に合わせ来場し，競技終了後は早 

     めに退場してください。 

      (６) 「密」を避けるため，競技結果の貼り出しは行わず，結果確定後ただちにアスリートランキ

ング（HP）で公表する。 

      (７) 招集時間については，以下の通りとし，遅れた場合及び体調管理チェックシート提出な 

     き場合は，棄権とみなし競技できない。また競技者係の指示に従うこと。 

     招集場所は，トラック競技は，スタート位置後方，フィールド競技は現地とする。  

   

 

 

 

      

（８) 用器具は，主催者が準備した物を使用するが，投擲器具及び棒高跳びポールは各自用意し 

た物で競技開始前に検定を受け使用許可が出た物のみ使用できる。  

      (９) アスリートビプスは，各自の登記登録番号(令和３年度)を既定の大きさで作成した物を胸

背部に付けること。（中学校は学校名・クラブ名でよい。） 走高跳，棒高跳，走幅跳はどちら

か一方で可。 

      (10) 競技中の傷害については，主催者は応急処置のみとする。  

       （大会側も保険に入るが，各個人や参加団体で加入していることが望ましい。）  

      (11) 当日の追加参加は，受け付けない。  

      (12) 競技に使用するシューズは，日本陸上競技連盟の規定に準ずる。（検査あり） 

トラック競技  フィールド競技  

招集開始 

（点呼開始） 

招集完了 

（移動時刻） 

現地招集開始 

（点呼開始） 

現地招集完了 

 

 30 分前 20 分前 40 分前 PVは６０分前 30 分前 PVは５０分前 

mailto:higashihiroshimarikkyou@yahoo.co.jp


スパイクシューズは，全天候舗装用を使用し，ピンの長さは，9 ㎜以下とする。       

      (13) エントリー時データシートに，必ず参考記録を明記すること。  

      (14) 棒高跳の試技ラインは，1.２ｍ以上とする。  

      (15) 各チームの引率者並びに保護者は，競技審判員として協力をお願い致します。  

      (16) 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

いて取り扱いいたします。尚，取得した個人情報は大会の資格審査，プログラム編成会議及

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利用します。  

      (17) 会場にお越しの皆様にお車の駐車場のお願いとして，運動公園の駐車場以外（緑地帯並び

に道路の脇）への駐車は指定管理の方から厳重に注意勧告を受けておりますので，駐車場以

外への駐車はご遠慮下さい。大会運営が今後できなくなる恐れが有りますのでご協力お願い

致します。  

      (18) 大会中止の条件  

          記録会当日，午前６時の時点で東広島市に「大雨警報・洪水警報・暴風警報」のうち１つで

も発表されている場合や記録会前日午後 5 時以降から開始までに東広島市に「震度 5 弱以

上の地震」が発生した場合には，大会を中止とする。 

   （19) ウォーミングアップは，多目的グランドは使用出来ません。陸上競技場周辺で気をつけてア

ップをして下さい。 

      (20) 新型コロナウイルス感染防止について 

     ※新型コロナウイルス感染予防対策について    

 ① 本大会は，日本陸連「陸上競技活動再開についてのガイダンス」に沿って競技会運営を 

 行う。ガイダンス最新版は，日本陸連ホームページに掲載されているので，大会参加者 

 は必ず事前に確認し感染症対策を徹底したうえで参加すること。 

② 大会１週間前～前日までの事前の取り組み，及び大会後２週間，以下が必要である。  

（競技者・大会役員・審判員）  

A【大会前/提出用】新型コロナウイルス感染症について体調管理チェックシート  

B【大会後/個人管理用】新型コロナウイルス感染症について体調管理チェックシート   

    ※A【大会前/提出用】を招集時に提出し，B【大会後/個人管理用】は，個人で保管すること。 

③ 本大会の観戦について 本大会は，安心・安全な大会実施を基本として運営を進めるため，

競技会当日は，バックスタンドのみ観客の入場を認めます。ただし来場者体調記録表に当

日の体温を記述し提出した人に限る。 
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来場者体調記録表 

所属（         ）  氏名（         ） 

１ 記入事項 
※ 個人情報取得については，大会終了後に参加者から新型コロナウイルス感染の発症があったと報告を受けた

場合に必要となる拡大の予防対策措置のためであり，その目的の達成に必要な範囲内で使用します。なお，主

催者側で１か月程度保管し，その後は破棄します。 
 

⑴ 以下の事項に該当する場合は，自主的にご参加を見合わせてください。 

  ① 体調がよくない（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

  ② 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある 

③ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

  ④ 過去 14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航

又は当該在住者との濃厚接触がある 

     該当しない ・ 該当する 

⑵ 連絡先等 

   氏名（         ） 年齢（  ）歳 

   住所（               ） 

   電話番号（         ） 

 ⑶ 本日の体温（    ）℃ 

 ⑷ 前２週間における以下の事項の有無（いずれかに○をしてください。） 

  ① 平熱を超える発熱（概ね 37度５分以上）  有・無 

  ② 咳（せき），のどの痛みなど風邪の症状  有・無 

  ③ だるさ（倦怠感），息苦しさ（呼吸困難）  有・無 

  ④ 臭覚や味覚の異常  有・無 

  ⑤ 体が重く感じる，疲れやすい等  有・無 
  

２ 確認事項 

⑴ マスクを着用すること（受付参加時や着替え時の競技を行っていない際や会話をする際にはマス

クを着用すること。）。 

⑵ こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を実施すること。 

⑶ 他の参加者，主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること（障害者の誘導や

介助を行う場合を除く。）。 

⑷ 大会開催中に大きな声で会話，応援等しないこと。 

⑸ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守，主催者の指示に従うこと。 

⑹ 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，主催者に対して速やかに

濃厚接触者の有無等について報告すること。 

⑺ 大会関係者は行動履歴書を記載し，感染者発覚の際は濃厚接触者特定のために必要となる場合も

あるため，大会終了後も１ヶ月程度保管しておくこと。 

⑻ その他 

  （各競技の特性上注意することとして確認しておきたいことを記入する。）  


