
要項の請求先および問い合わせ先は 
 

〒854-0004 諫早市金谷町8-14 早田ビル203号 

諫早ライオンズクラブ内 

  ジュニア陸上大会事務局 
  TEL 0957(22)3014 
 

〒852-8601 長崎市茂里町3-1 

        株式会社 

  長崎新聞社 
営業局事業部 

  TEL 095(844)5261 
 

一般財団法人 

  長崎陸上競技協会 

  http://jaaf-nagasaki.net/ 

平成２９年度 

関係者各位 

主  催  諫早地区６ライオンズクラブ 

（株）長 崎 新 聞 社 

（一財）長崎陸上競技協会 

 

後  援  諫     早     市 

（公財）長 崎 県 体 育 協 会 

長 崎 県 教 育 委 員 会 

諫 早 市 教 育 委 員 会 

長 崎 県 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 

 

主  管  諫 早 市 陸 上 競 技 協 会 

 
 

第４7回長崎県ジュニア陸上競技選手権大会 

の開催について 

 

青少年の発達段階に即した競技種目を設定し、県内の青少年層の陸上競技愛好者をトランスコスモススタジ

アム長崎（長崎県立総合運動公園陸上競技場）に集め、健全育成を目的として、上記の諸団体が標記大会を開

催することになりました。 

 つきましては、貴団体(クラブ･学校)の選手の参加についてご配慮とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第４７回 長崎県ジュニア陸上競技選手権大会要項 
 

1． 期日・会場                                 
 

 ・平成２９年９月２３日(土)  ８時３０分開会（雨天決行） 

 ・平成２９年９月２３日(土)  ８時より監督・役員会議 正面１Ｆ入口 

 ・トランスコスモススタジアム長崎（長崎県立総合運動公園陸上競技場） 

2． 出場選手区分                                
 

 

 

 

 

 

 

3． 競技種目                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4． 申し込み資格及び条件                            
 

(1) 学校または社会体育クラブを１チームとし、１種目２名以内、１人２種目 

以内（但しリレーは除く）、リレーは１チームとする。 

中学生の棒高跳は（ＡＢ共通）は、４名以内とする。 

(2) 長崎陸上競技協会に登録した者のみ参加できる。 

(3) 出場者は必ず保護者の承認を受け、保護者の責任において出場のこと。 

(4) 当日申し込みは受け付けない。また、電話による受け付けも行わない。 

(5) 同一人が２クラスに申し込むことはできない。 

(6) 申し込み後の選手変更、種目変更、取り消しはいっさい認めない。 

(7) 申し込みチェックリストを参照し、確認の上申し込むこと。 
 

5． 問い合わせ先                                
 

諫早中学校内 大瀬 雄也 

ＴＥＬ 0957-22-0091 

  

申込料      

Ａクラス 中学２・３年の部  中学生 Ａ・Ｂ 個人１種目につき 700円 

Ｂクラス 中学  １年の部   リレー 1,000円 

Ｃクラス 小学５・６年の部  小学生 Ｃ・Ｄ 個人１種目につき 500円 

Ｄクラス 小学３・４年の部   リレー 800円 

男子 Ａクラス  100ｍ・3000ｍ・4×100ｍリレー 

   走高跳・砲丸投（5kg） 

 Ｂクラス  100ｍ・1500ｍ・4×100ｍリレー 

   走幅跳・砲丸投（4kg） 

 ＡＢ共通  棒高跳 

 Ｃクラス  100ｍ・1000ｍ・4×100ｍリレー 

   走高跳・走幅跳 

 Ｄクラス  100ｍ・4×100ｍリレー 

女子 Ａクラス  100ｍ・1500ｍ・4×100ｍリレー 

   走高跳・砲丸投（2.721kg） 

 Ｂクラス  100ｍ・1500ｍ・4×100ｍリレー 

   走幅跳・砲丸投（2.721kg） 

 ＡＢ共通  棒高跳 

 Ｃクラス  100ｍ・800ｍ・4×100ｍリレー 

   走高跳・走幅跳 

 Ｄクラス  100ｍ・4×100ｍリレー 



6． 申し込み方法                                       
    (1) 申込期限  平成２９年９月５日(火) 必着 

    (2) 下記のアドレスから申込書をダウンロードして、EXCELで入力して下さい。 

長崎陸上競技協会 http://jaaf-nagasaki.net 受付開始 7月１５日より 

    (3) 入力画面上部の申込データ送信ボタンをクリックしてデータを送信してください。 

    (4) 入力した申込書を印刷し、責任者の捺印をして下記まで送付してください。 

〒854-0004 長崎県諫早市金谷町８－１４ 早田ビル２０３号 

          ジュニア陸上大会事務局 宛 

  (5) 印刷した申込書に記載(EXCELで自動的に計算) された金額を、振込用紙で 

郵便局から送金してください。 

尚、振込名義は長崎陸上競技協会に登録したクラブ名・学校名としてください。 

他の名義で振り込まれた場合、申し込みを受け付けません。 
 

[振込口座 ゆうちょ銀行 17610-20782491 長崎県ジュニア陸上競技選手権大会] 
 

       ⚪大会当日、領収書は発行致しません。 

       ⚪振込明細書を領収証とさせて頂きます。 

    (6) 宿泊者の方には宿泊等の補助がありますので長崎陸上競技協会のホームページを 

ご覧下さい。 

7． ナンバーカードについて                           
 

(1) 平成２９年度長崎県陸上競技協会に登録した番号を使用する。 
 

8． 表  彰                                  
 

  (1) １位から６位までは賞状をおくる 

    (2) 最優秀選手及び優秀選手を選び、賞状・トロフィー・メダルをおくり表彰する。 

    (3) 大会新記録者には賞状に新記録を併記する。 

    (4) 全クラスのリレー優勝チームには優勝旗(持ち回り)をおくり、返還時にレプリカを渡す。 
 

9． 注意事項                                  
(1) 大会中の傷害等について、応急処置は行うが、その後は保護者の責任とする。 

(2) 前回優勝校は開会式 (８時２０分までにグランド集合) に参加すること。 

(3) スパイクの使用を認める。(ただし、Ｃクラスの長距離種目は認めない) 

スパイクピンは、全天候型平行ピン8mm以下を使用する。ただし、走高跳に 

ついては12mmまでとする。 

(4) 小学生のスターティングブロックは決勝のみ使用しても良い。 

(5) 応援者は、公共機関を利用すること。 

(6) ゴミは各自持ち帰ること。 

(7) 午前7時まで場所取りは禁止します。 

(8) 下記の『陸上競技場の場所取りに関する重要なお知らせ及び 

ゲート開門に関して』を確認のこと。 
 

https://goo.gl/p42pQG   https://goo.gl/6RQQ3F 

 
 

(9) 自家用車で来る場合は、駐車場係の指示に従い駐車すること。指示に従わず 

無断駐車した場合レッカー移動する。レッカー代は車の所有者負担とする。 

(10) 利用者の事故・トラブル等は一切の責任を負いません。 

  
個人情報保護法に基づき 
  本大会に登録された個人情報は、厳重に保護・管理し本大会のみに使用させていただ 

きます。それ以外に個人情報を利用・第三者に提供することはありません。 

  尚、大会結果等は長崎陸上競技協会・長崎新聞社・ライオンズクラブのホームページ 

等に掲載いたしますので、ご了承ください。 

 

場所取り等に関する 

重要なお知らせ 
場所取り・ゲート 

開門に関して 

http://jaaf-nagasaki.net/pdf/2013shinkyougijou.pdf
http://jaaf-nagasaki.net/pdf/isahaya_kaimon.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日の駐車場などは当日の天候などにより変更がありますので 

 https://goo.gl/dGbk9tより確認してください 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 選手及び保護者の方は、公共機関をくれぐれもご利用ください。 

◎ ＪＲ諫早駅西入口ロータリーからの無料シャトルバスをご利用ください。 

 

【9/23 バス時刻表】 

 

ＪＲ諫早駅西入口ロータリー発  競技場発 

時 分 
 

時 分 

07 
随 時 

    

08     

09 00 30     

10 00   10 30  

11 00   11 30  

12 00   12 30  

13 00   13 30  

14 00   14 30  

15 00   15 15 45 

    16 15 45 

    17 00  

 

申し込みチェックリスト 

 

□申込書をダウンロードする 

□EXCELで入力する 

□申込データを送信 

□申込用紙を郵送する 

□参加費を振込む 

上記がすべて完了した時点で参加を受け付ける 

シャトルバス 

時刻表 

 

http://isahaya-lions.org/jr/parking.html
http://www.isahaya-lions.org/jr/jr_busi.html

