第 58 回 新潟市春季市民総合体育祭陸上競技大会要項（競技会コード 22160748）
１． 主催

（公財）新潟市スポーツ協会・新潟市陸上競技協会・新潟市教育委員会

２． 主管
３． 日時

新潟市中央陸上競技協会
令和４年５月２２日（日）

競技開始 ８：３０（予定）

４． 会場 新潟市陸上競技場 （競技場コード１６２０８０）
５． 競技種目
【男 子】
◯小学生
◯中学生

◯高校・一般
◯マスターズ
【女 子】
◯小学生

５０m （１〜３年生） １００m（４〜６年生） １５００m（４〜６年生）
走幅跳（４〜６年生） ４×１００m リレー（４〜６年生で編成）
［１年生の部］ １００m １５００m
［２年生の部］ １００m
［３年生の部］ １００m
［共通の部］ ２００m ４００m ８００m １５００m（２・３年生） ３０００m １１０mH
走高跳 走幅跳 砲丸投（５kg） ４×１００m リレー（各校２チームまで）
１００m １５００m ５０００m 走幅跳 砲丸投（高校６.０kg 一般７.２６kg）
１００m １５００m 走幅跳
砲丸投（マスターズ規則による）

◯中学生

５０m （１〜３年生） １００m（４〜６年生） ８００m（４〜６年生）
走幅跳（４〜６年生） ４×１００m リレー（４〜６年生で編成）
［１年生の部］ １００m １５００m

◯高校・一般
◯マスターズ

［２年生の部］ １００m
［３年生の部］ １００m
［共通の部］ ２００m ４００m ８００m １５００m（２・３年生） １００mH
走高跳 走幅跳 砲丸投（2.721kg） ４×１００m リレー（各校２チームまで）
１００m ３０００m 走幅跳 砲丸投（高校４.０kg）
１００m １５００m 走幅跳 砲丸投（マスターズ規則による）

６. 参加資格 （１）新潟市の小学校・中学校・高等学校に在籍している児童・生徒。
（２）一般（登録者及び未登録者），マスターズ部門は新潟市内に在住又は市内の事業所に勤務
している人。
（３）一般とマスターズでは，どちらか一方の部門のみでエントリーすること。
７． 参加種目制限
８． 参加料

一人２種目以内（リレーは除く）

１種目につき

［小・中・高校生］ ５００円

リレー １チーム １,０００円

但し，小学生１〜３年生は２００円とする。
［一般・マスターズ］ １,０００円
振込先

第四北越銀行 大形支店 普通預金

口座番号
口座名義

１４６７８０８
新潟市中央陸上競技協会

※参加料の納入は，高校・一般参加者（チーム）は上記口座に振り込みをお願いします。
※銀行振込の場合，振込手数料は学校（チーム）・参加者負担でお願いします。
※振り込依頼人名は，学校名（チーム名）と担当者名の連記でお願いします。
※銀行振込控を領収書に代えさせていただきます。
※小・中学校は，当日受付で納入をお願いします。（領収書は納入時にお渡しします。）

９． 申込方法

◎アスリートランキング（http://www.athleteranking.com）で，５月６日（金）までにエントリーを行って
ください。
◎アスリートランキングの申込一覧表をプリントアウト（代表者名・連絡先を必ず記入）し，銀行振込控
のコピー（小・中学校は不要）を添付の上，５月１０日（火）必着で下記宛に郵送してください。
郵送先
〒951–8132 新潟市中央区一番堀通町３−１
新潟市陸上競技場内 新潟市中央陸上競技協会

町￥

10． 表彰

11． 記録証

※表彰式は行いません。該当者は，第一会議室へ受け取りに来てください。
（１）小学生は，各種目，学年，男女別に８位まで賞状を授与します。
（２）中学生は，各部門の男女別に８位まで賞状を授与します。
（３）高校・一般の部は，男女別に各種目の１位に賞状を授与します。
（４）マスターズ部門は，マスターズ規定により各種目の１位に賞状を授与します。
希望者には記録証を発行します。（１部２００円） 正面玄関「競技者受付」に申し出てください。

12． 連絡事項 （１）本競技会は，２０２２年度日本陸上競技規則に準用します。
（２）本競技会は，新型コロナウイルス感染症対策として，無観客で開催します。
参加選手・大会役員・競技役員・および施設関係者は、配布されたリストバンドを着用してください。
リストバンド着用者以外の入場はできません。
なお、小学生保護者に限り入場を可能とします。 各小学校，チームごとに保護者用のチェックリスト
を回収し，受付に提出をお願いします。引き換えに保護者分のリストバンドをお渡しします。
（３）トラック種目はタイムレース決勝とします。ただし，中学生男女１００m，リレーについては
予選を行い，上位８人（８チーム）で決勝を行います。
（４）小学生は，スタンディングスタートも認めます。
（５）小学生・高校生・一般・マスターズの走幅跳，砲丸投の試技は３回とします。トップ８の試技は
行いません。中学生の走幅跳，砲丸投はトップ８の試技（４〜６回目）を行います。
（６）小学４年生以上は，スパイクシューズの利用を認めます。
（７）小学生３年生以下の５０m 走は，参加者数によってはバックストレートを使用することもあります。
13．アスリートビブス （１）小学生，一般・マスターズ部門の参加者は，主催者が用意します。
（２）中学生，高校生は，県中体連・県高体連登録のアスリートビブスを使用します。
（３）短距離種目に出場する中学生・高校生競技者は，１〜８までの腰ナンバー標識を，各校または各自
で用意してください。それ以外の一般・マスターズ部門の参加者については，主催者で用意します。
14． その他

（１）本大会は，公認競技会です。
（２）申込後の種目変更・追加は認めません。また，参加料の返金はしません。
（３）タイムテーブル・競技役員・選手注意事項等は，アスリートランキングに掲載いたします。
タイムテーブルは，新潟市中央陸協 HP に掲載し，新潟市陸上競技場正面口のラックに用意します。

（４）競技中に発生した傷害および物損事故等に対しては，主催者側で応急処置はいたしますが，
それ以外の責任は一切負いません。
（５）大会当日主催者側では，参加者を対象に「一日レクリエーション保険」に加入しています。
なお，健康保険証は必ず持参してください。
（６）新型コロナウイルス感染防止のため，各チームが，「新型コロナウイルス感染防止対策」をよく確認
し，感染の防止を心がけてください。

以 上

新潟市春季市民総合体育祭 陸上競技大会における
新型コロナウイルス感染防止対策
1. (ア)生徒と教員は，【学校・チーム】感染対策チェックシート（別紙 1）と【大会前／提出用】
体調管理チェックシート・参加者名簿（別紙 2）を受付時に提出。
(イ)一般選手は，体調チェックシート（別紙 2）を受付時に提出。
2. 以下の項目に該当する者は，自主的に参加を見合わせること。
(ア) 体調がよくない
(イ) 熱がある
(ウ) 同居家族や身近な人に，感染が疑われる人がいる
(エ) 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
の渡航または当該在住者との濃厚接触がある
3. 大会終了後 2 週間以内に感染者が確認された場合、主催者に報告し【大会後／個人管理用】の体
調管理チェックシートを提出すること。
4. 競技に関わる運動中以外はマスクを着用し，手洗い・洗顔・手指消毒を徹底し，三密回避行動を
心掛ける。
(ア) 各校待機場所でもマスクは着用すること。ただし，マスクをして息苦しさを感じる場合は
は，競技場外のソーシャルディスタンスをとれる場所でマスクを外して十分に休憩すること。
(イ) 各校待機場所にアルコール消毒液を各学校で準備し，待機場所に入る時と出る時，昼食時
など必要に応じて手指 消毒を徹底すること。
(ウ) 招集所やスタート地点への移動時はマスクを着用し，会話をできるだけしない。
(エ)フィールドテント内はマスクを着用し，会話をできるだけしない。
5. 投てきの滑り止めは共用しない。小分けにするための袋を持参するか，各自持ち込みを可能とす
る。
6. ゴミは各自持ち帰る。
7. 各校待機場所や観客席は主催者が割り振る。
8. 他校のテントや待機場所へ行くなどの移動を極力避け，不要な移動をしない。
9. ウォーミングアップは個別に実施する。（集団でのウォーミングアップはしない。）
10. 更衣室利用の際は，滞在時間をできるだけ短くする。
11. ハイタッチや握手，手つなぎなどの接触行為はしないこと。
12. 競技役員の注意事項
(ア) 競技者との接触を，できるだけ減らす。
(イ) めがねまたはサングラスを各自準備する。また，使い捨ての手袋を緊急時にすぐに着用が
できるよう携帯する。
(ウ) フェイスシールドを着用する。(受付・出発)
(エ) こまめに使用器具の消毒を実施する。
(オ) 担当の仕事につく前後に，手洗いと消毒を実施する。
以 上

施設における配慮事項
1. 施設利用上の配慮事項
(ア) 多くの人が接触するドアノブ等の前には，消毒を設置する
(イ) 終了後施設・設備・用器具の清掃・消毒（各係ごとに実施）
(ウ) トイレの清潔な利用（便座のふたをして流すよう紙を貼る）
(エ) 喫煙所を設置しない
(オ) ゴミ箱撤去，各自持ち帰り（事前の周知とアナウンス）
(カ) シャワールームの使用禁止
(キ) 更衣室の換気と人数制限
(ク) 発熱者用の隔離部屋，または区切った場所を確保する
2. 石けんの配置
全てのトイレと手洗い場所
3. アルコール消毒（手指）配置場所
（1） ゲート毎
（2） 正面エントランス
（3） 招集所
（4） フィニッシュ地点
（5） スタートテント
（6） フィールドテント（選手用・審判用・補助員用）
（7） アナウンス・記録情報・本部・役員休憩室・その他使用する部屋ごと
（8） ドアの前（諸室・トイレ・更衣室等多くの人が接するドアノブ）
（9） 各校テント（各校で準備する）
以 上

