2022 年度第 67 回茅野市総合体育大会陸上競技大会(競技会コード申請中) 開催要項
１ 主 催 茅野市・茅野市教育委員会・特定非営利活動法人茅野市スポーツ協会
２ 主 管 茅野市陸上競技協会
３ 期 日 ２０２２年(令和 4 年) ７月３１日（日）
開始式 ７時４５分（集合整列は行わない）
競技開始予定時間：９時（エントリー状況により変更有）
４ 会 場 茅野市運動公園陸上競技場
５ 競 技 種 目
クラス
種
目
小学男子
１～２年
６０ｍ
(学年別)
小学女子
小学男子
３～６年
１００ｍ １０００ｍ 棒高跳 走幅跳
(学年別)
小学女子
中学生
１００ｍ １５００m
29 歳以下
走高跳 棒高跳 走幅跳
男 子
砲丸投（中学：5.000kg 29 歳以下：7.260kg
30 歳以上
30 歳以上：6.000kg 50 歳以上：3.000kg）
50 歳以上
中学生
１００ｍ ８００ｍ
29 歳以下
走高跳 棒高跳 走幅跳
女 子
砲丸投（中学・50 歳以上：2.721kg
30 歳以上
29 歳以上・30 歳以上：4.000kg）
50 歳以上
練習場確保や入場者の管理のため、競技種目毎に来場時間を指定する予定です。
６ 公認競技会の扱いについて
競技会場の茅野市運動公園陸上競技場は、現在、日本陸上競技連盟３種公認更新改修工事が保留されて
いる状態ですが、7 月 15 日付で日本陸連の公認記録の特例措置適用の承認を受けましたので、公認競技会
として開催をいたします。
７ 競技規則 (1)2022 年度日本陸上競技連盟競技規則及び日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開のガイダン
（最新版）」並びに本大会申し合わせ事項により実施します。
(2)小学生のトラック競技のスタートコールは、小学男女 60m は日本語「位置について 用意
号砲」、100m、1000m は、イングリッシュコマンド「オンユアマークス セット 号砲」と
する。スタートはクラウチングスタートとし、スタートブロック使用の有無は選択できる。
(3)トラック競技はすべてタイムレース決勝とする。
(4)小学生の走幅跳の試技は 3 回とし、トップ８試技は行わない。
(5)中学生以上の登録競技者はシューズに関する規則、「競技用靴 TR5.2」を適用するので、
事前に確認をしておくこと。
尚、未登録者と小学生については適用しない。
８ 参加資格 ○茅野市在住、在学または市内事業所に勤務する者
年齢は 2022 年(令和 4 年)4 月 1 日現在とする。
以下に該当する参加者の記録は公認扱いとなる。
・中学生以上はエントリー時に 2022 年度日本陸上競技連盟登録済みの者。
・小学生は長野陸協小学生登録済の者。詳細は下記「小学生登録について」を参照。
未登録者も大会参加ができ、表彰の対象となる。
〇茅野市のクラブチーム所属の茅野市民以外の登録者はオープン参加ができる。
９ 参加制限 １人１種目
※未成年者はエントリーの際は、必ず保護者の承諾を得ること。（体調管理チェックシート
の提出をもって承諾書提出とする。）
１０ 申込締切 エントリーファイル：令和 4 年（2022 年）年７月２０日（水）17 時 必着 厳守
１１ 申込方法 (1)諏訪陸上競技陸協ホームページ内「競技会情報」ページよりでエントリーファイルをダウ
ンロードし、エントリーデータを作成したのち、茅野市陸上競技協会 市民大会事務局ま

でメール添付にて申し込むこと。
市民大会事務局 小平 masa51_1111@yahoo.co.jp
メール件名は 22 茅野市総体【団体名】 とすること 例）22 茅野市総体 茅野小学校
(2)エントリーファイル作成の注意
・ビブスナンバー欄は、日本陸上競技連盟に登録済みの中学生、高校生はそれぞれの登録番
号を記載し、小学生及び一般（大学生を含む。）は空欄とすること。
・性別/クラス欄は、日本陸上競技連盟登録済競技者はそれぞれのクラスを選択、日本陸上
競技連盟未登録者は、未登録○○○○を選択すること。
例）登録済競技者：一般男子、中学女子
未登録競技者：未登録一般女子、未登録中学男子
・PC によりプログラム編成を行うので、公認最高記録または目標記録を必ず入力すること。
・エントリーファイル名は、必ず「2022Chinofs_○○」とし、○○には所属名を入れること。
・事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、お問い合わせください。
１２ 表彰について
各種目 1 位～8 位まで表彰状を授与する。
感染症予防対策として、表彰式は行わず、受付での配布する。
１３ その他 (1)参加者の所属は、２０２２年度日本陸上競技連盟登録の所属とする。
(2)アスリートビブス（ナンバーカード）について、中学生および高校生は 2022 年度中体連
および高体連の登録ナンバーを記入する。小学生、一般など、日本陸連未登録者のアスリ
ートビブス（ナンバーカード）は主催者が用意するので未記入とする。安全ピンは各自用
意すること。
(3)全天候舗装のため、使用するスパイクピンは９ミリ以下、走高跳は 12 ミリ以下の平行ピ
ンとする。
(4)新型コロナウイルスの影響で、審判員の確保が難しい現状である。参加各チームからも競
技役員およびの協力役員をお願いしたい。
(5)競技中に発生した傷病、疾病については、主催者側では一切責任は負わない。そのため、
各人でスポーツ保険等加入の上、参加をすること。
(6)参加の中学校・高校において、審判員の手伝いができる保護者は、協力役員として大会の
協力をお願いしたいので、エントリーファイル送信時に通信欄に協力者名または人数を
記載のこと。協力役員も選手同様に、体調管理シートの提出をしていただく。
(7)タイムテーブル・プログラム・その他の新型コロナウイルス感染防止対策の詳細は、競技
会 1 週間前を目途に

諏訪陸上競技協会ホームページ http://suwariku.com/wp/

内「競技会情報」

に掲載するので、選手、保護者に連絡を徹底し、本競技会からクラスターを発生させない
ように、最大限の協力をいただきたい。
大会プログラムの配布・販売はしないので、各チーム、各自でホームページ掲載情報を利
用すること。

各チーム代表者へ 本競技会における徹底事項
・体調管理チェックシートは、当日来場する選手、大会役員、チーム関係者（指導者・保護者）の全員が
提出してください。
特に保護者への周知が不十分なチームがあります。各チームから保護者に事前に知らされていないことか
ら、当日提出に協力いただけない方もおり、運営及び参加者ともに不快な思いをすることになるだけでなく、
感染症対策が不十分となり、競技会の安全・安心な運営に影響を及ぼします。

各チーム代表者の方は必ず周知をおねがいします。
・体調管理チェックシートは、「諏訪陸協ホームページ＝競技会情報」からダウンロードして作成すること。
・未成年者の大会前のチェックシートは、保護者の参加承諾書を兼ねるものとします。
１４ 応援・来場について
本競技会の応援は、関係者（指導者・保護者）に限定し、当該競技者のみ応援できる。保

護者はご家庭 1～２名程度に留めていただき、当該競技者の競技にあわせて来場・退場を
お願いする。当日は、チーム関係者（指導者・保護者）全員の方の体調管理チェックシー
トを提出すること。
競技終了後は速やかに帰路につくようお願いする。
１５ 個人情報の取り扱いについて
(1) 個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し、個人情報を取り扱います。な
お、取得した個人情報は、プログラム編成、作成及び記録発表並びに公式ホームペー
ジ公表、その他競技運営に限り利用する。
(2) 日本陸連ガイダンスに基づき、提出していただいた「体調管理チェック表」に記載の個
人情報を、保健所・医療機関等の第三者へ情報を提供することがある。尚、「体調管理
チェック表」で取得した個人情報は、大会終了 1 月以上をめどに保管し、保管期間を過
ぎた当該情報は、適正かつ速やかに廃棄をおこなう。
１６ 競技会の中止について
本競技会は以下の場合は、中止となる。
・諏訪圏域における長野県の定める新型コロナウイルス感染症警戒レベルが５以上。
・台風、暴風雨、その他災害等の影響で安全に競技会が開催できないと主催者が判断した際。
長野陸協ホームページ URL http://nagano-rk.com/
問い合わせ先 大会事務局
エントリー担当
小平昌紀 masa51_1111@yahoo.co.jp
競技会全体に関すること 篠原克修 k-shino@pg8.so-net.ne.jp
※茅野市(ｽﾎﾟｰﾂ健康課)は事務局ではありません。茅野市へのお問い合わせはしないでくださ
い。

＜補足資料＞

小学生登録について
長野陸上競技協会では、昨年度から小学生選手登録制度を開始しました。
茅野市総体は登録をしない方も参加できますし、表彰・大会記録の認定も行います。
この大会の記録は長野陸協ホームページ内で登録者・未登録者一括で集計されますが、登録をした方の記録は
年度末の集計で公認記録として年度ランキングや歴代記録等に反映される記録の対象になる予定です。
詳細は長野陸協 HP トップページ「小学生・長野陸協登録に関する情報ページ」から関係情報をご確認くださ
い。

以下は登録をされる場合に関係する内容です
既に諏訪地方ジュニア陸上競技大会の際に登録されている方の登録は不要です。
但し、クラブチームでの登録はしてあるが、小学校での登録をしていない場合には、今回登録が必要になりま
す。また、昨年度の登録は今年度有効ではありませんので、今年度分の登録をお願いします。
この登録の案内は小学校を参加チーム名とする方が対象になります。
クラブチームや任意のチーム名での登録はクラブ登録となりますので、長野陸協 HP「小学生・長野陸協登録
に関する情報ページ」からマニュアルをダウンロードして、手続き方法をご確認ください。登録料は新規団体
の登録には個人登録料 300 円/人と団体登録料 5000 円/団体がかかります。
登録料について
・一人 300 円です。各ご家庭で記名をした封筒におつりのいらないように登録料を封入して、大会当日に
受付にご提出ください。
・可能であれば小学校単位でご集金いただけると大変助かります。その場合は代表の方がまとめてご提出く
ださい。
問い合わせ先
茅野市陸上競技協会 篠原克修 k-shino@pg8.so-net.ne.jp 電話 090-1868-0894

