令和２年度

第４４回佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会
実施要項

１．趣

旨

青少年のそれぞれの発達段階に即した競技種目を実施し、青少年の陸上
競技人口を広め、人間性豊かなスポーツマンを培い、健康で明るく体力
のある青少年を養成する。

２．主 催

佐世保市陸上競技協会

佐世保市

（公財）佐世保市体育協会「城島健司スポーツ普及支援事業」
３．期 日

令和２年１０月１７日（土）小雨決行
・受付時間：８時００分
・競技開始：９時３０分（予定）

４．会 場

佐世保市総合グラウンド陸上競技場（ＴＥＬ 48-2510）

５．対象・種目 小学生、中学生、高校生

＊地域は、県北地区の小学校とする。
保護者も引率・観戦できるが、大会本部が定める感染症対策（親・選手・コ
ーチ各人分を別紙ダウンロードして体温管理表の提出義務、マスク着用、声
援は拍手のみ等）を徹底してください。
男子の部
小学１年

100ｍ

1000ｍ 走幅跳（３・４年生のみ）

100ｍ

1500m 4×100ｍR 走高跳 走幅跳

～4 年
小学５年

ジャベリックボール投げ
小学６年

100ｍ

1500m 4×100ｍR 走高跳 走幅跳

ジャベリックボール投げ
中学１年

100ｍ

200m 800m

3000m 4×100ｍR

走幅跳 走高跳 砲丸投 ４㌔
中 学 2 ･ 3 100ｍ
年
*

400m 800m

3000m 4×100ｍR

走幅跳 走高跳 砲丸投 5 ㌔
高校

100m

400m

砲丸投 6 ㌔

女子の部

5000m

4×100ｍR

走高跳 走幅跳

小学１年

100ｍ

1000ｍ 走幅跳（３・４年生のみ）

100ｍ

1500m 4×100ｍR 走高跳 走幅跳

～4 年
小学５年

ジャベリックボール投げ
小学６年

100ｍ

1500m 4×100ｍR 走高跳 走幅跳

ジャベリックボール投げ
中学１年

100ｍ

200m 800m

4×100ｍR 走高跳

走幅跳

砲丸投 2,7 ㌔
中 学 2 ･ 3 100ｍ

400m

年

砲丸投 2,7 ㌔

* 高校

100m

400m

800m

4×100ｍR 走高跳 走幅跳

共通 3000m （中１も可）
3000m

4×100ｍR

走高跳 走幅跳

砲丸投 4 ㌔
＊ リレー競技については、下位学年の者が上位学年のメンバーとして出場してよい。
＊ 走幅跳については、申し合わせ事項により「２回試技の決勝なし」でおこなう。
＊ 走高跳については、紙の申込書の余白に「飛び始めの高さ希望」をメモしてください。
６．参加料

小学生１人 1 種目～ ３００円 ・ 中学生１人 1 種目～

４００円

高校生１人 1 種目～ ５００円 （２０１８年度より変更）

７．出場制限

リレー競技 ：小学生 １チーム

６００円

中学生 １チーム

８００円

高校生 1 チーム

1000 円

①個人種目は、１人２種目出場できる。
（リレー競技は除く）
１種目あたりのチームの出場者数制限はありません。
（何人でも可）
②申込み後の種目の変更や交替は認めない。

８．競技規則及び申合せ事項
①2020 年度 JAAF 日本陸上競技連盟競技規則により実施する。
②参加数が多い場合は、タイムレースで競技を行う。
９．申込み方法

佐世保市陸上競技協会ホームページ
http://jaaf-nagasaki.net/より申し込みファイル「エクセル」様式
をダウンロードしてください。
メール送信と郵送および参加料振込みの 3 点セットで完了です。
① 郵送の申し込みの際、
「ジュニア陸上」と明記のうえ申込むこと。
②中学生については、県中体連登録番号を使用して下さい。
小学生・未登録者については、主催者でナンバーカードを貸与
します（当日）ので、ナンバー記入欄は記載しないで下さい。

③振込先（学校名、チーム名でお願いします！）
親和銀行 宮田町支店 普通 ３０１０８７０ 横田裕介
＊変更ありません。
10．申込先

メール申し込み ＊メール自動送信が基本ですが、できない場合は、
小学校 ホームページの指示に従ってください。
中学校
高

ホームページの指示に従ってください。

校 ホームページの指示に従ってください。

郵 送 先

857-0011

佐世保市春日町 29-22

西海学園高等学校

中島信明

宛

＊学校へのＴＥＬはご遠慮ください。
担当；０９０－４９９０－３４９２ 横田
11．申込期間

令和２年９月２３日（水）必着のこと。（市民選手権〆同じ）
①データ送信、②郵送、③振込みの３点セットでお願いします。

12．表 彰

各種目 3 位まで行う。優秀記録賞を若干名授与する。

13．その他

①競技に耐えうる健康状態と保護者が認めた者。
②所属単位で出場する場合、所属長が認めた者。
③競技中の事故及び傷害についての応急措置は主催者で行うが、その後
については、主催者では、責任を負わない。
④スパイクのピンは全天候型専用、長さは 8mm 以下を使用すること。
⑤個人情報の取扱い：申込み選手の名前・所属等は、ホームページ・ウ
ェブ上、プログラムへの記載及び記録の公表等に
使用しますので関係選手・保護者の了解をとって
ください。

※ 番組編成を、９月２６日（土）１３時から西海学園高校会議室で行いますので、
出場チームの監督、申し込み・引率責任者の方は、ご協力をお願いします。
（市民選手権と同時番編、印刷製本作業）
データ作成時のお願い （

陸協 情報処理部より

）

各学校顧問・先生方には、多忙な時期に、大会ごとにデータ入力ありがとうございます。
今回もご協力をよろしくお願いいたします。たまに番編時に不都合が生じていますので、
以下、お気をつけください。
１、 かならずその大会の「所定のダウンロードしたエクセル」に入力してください。
（以前の申し込みエクセルの使い回しはしない）

２、 小学生は、学年とその種目のクリック間違いが多いようです。送信前に一度印刷
して確認してください。そして訂正後に再度「印刷＋データ送信」をお願いしま
す。学校職場の PC はセキュリティがかかっているため、うまくシートをダウン
ロードできなかったり、せっかく作ったエクセルシートを送れなかったりするこ
とが過去にあっていますので、よく PC のネット・セキュリティ環境を確かめら
れてから、データ作成をすることをお勧めします。
（２回目のデータ送信は上書き更新されますので、全データごと送る）
３、 印刷で「右枠」が印刷範囲外になったまま、
「リレーメンバーの○」が印刷されて
いないことが時々ありますので、印刷の際、印刷範囲・余白設定にご注意くださ
い。
（チーム数の確認ができないと組数が確定できません。特に複数チーム申し込む
学校は特に注意してください。A/B/C の明記も。
）
４、 紙の申込み郵送が、どうしても期日までに必着出来ない場合、かならず締切日
の１７時までに Fax をしてください。＊FAX 横田あて；２４－７３４５（職員室）
これまで番組編成当日持参していた方も、今回からは、かならずお願いします。
（事前データ処理、参加数決定に間に合いませんので）

覚え書き
大会記録更新された種目のチェックとプロ記載確認！
走り幅跳び１５：３０開始を１５時からにしておく！
中学男子砲丸１年４ｋ、２年５ｋ注意
小学生

幅跳び問題

２回試技で決勝なし。

