2018 関西学生陸上競技種目別選手権大会
兼 第 40 回関西学生混成選手権大会
1. 主

催

関西学生陸上競技連盟

2. 協

力

株式会社ニシ･スポーツ

3. 運営協力

一般財団法人 大阪陸上競技協会

4. 期

平成 30 年 10 月 16－19 日（火－金）

日

【全日】午前 10 時 00 分
5. 場

所

6. 競技種目

要項（案）
〔18660401・18660501〕

競技開始

ヤンマーフィールド長居〔競技場コード：271040〕
【男子】（２１種目）
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（混成選手権大会）十種競技
【女子】（２１種目）
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砲丸投
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4×100mR
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（混成選手権大会）七種競技
※女子 5000m はオープンの部も設ける。
7. 競技規則

2018 年度日本陸上競技連盟規則、並びに本大会申し合わせ事項により実施する。

8. 出場資格

平成 30 年度関西学生陸上競技連盟登録者であり、且つ、平成 29 年 4 月 1 日（土）より平
成 30 年 9 月 23 日（日）までに別紙の参加標準記録に達したもの。
【学校出場枠】
▼平成 30 年度関西学生陸上競技連盟登録者の参加標準記録非突破者に限り１人１種目
まで学校出場枠を使用し出場することができる。ただし、学校出場枠を利用して混成
選手権に出場することはできない。なお、学校出場枠は下記の通りに定める。
※各大学の登録人数（2018 年 9 月 18 日（火）時点）に応じて、５人につき１枠与え
る。また５人以下の大学は１枠与えることとする。なお、学校出場枠は男女別に定
める。
【注意】
▼リレー競技を除き複数の種目に出場する場合は、学校出場枠は使用できず、いずれの
種目においても参加標準記録を突破していなければならない。これは個人種目と混成
選手権に出場する場合も同様である。ただし、女子 5000ｍOP については学校出場枠と
併せて出場することができる。
▼男子十種競技については学年や標準記録突破の有無を問わず、走高跳および棒高跳に
おいて別紙に定める記録を突破していることが出場の条件となる。記録達成期間は別
紙に定める通りである。

9. 出場制限

（１）4×100mR、4×400mR は、男女それぞれ 2 チームまで出場できる。
※ただし異なるチームとして扱うので、リレーチーム間でのメンバーの移動は認め
ない。
（２）各大学における同一種目の出場人数の制限はない。
（３）同一選手の出場種目数は２種目までとする。ただしリレー種目は除く。

10. 申 込 料

【個人選手権大会】１種目１，５００円

リレー１チーム２，０００円

オープン種目１，５００円
【混 成 選 手 権 大 会】１人２，５００円
11. 申込方法

下記期日に開催するエントリー会にて提出物に記載のものを提出すること。郵送による申し
込みは認めない。なお、申込料・分担金・広告料は振込にて支払うこと。
【期

日】（大阪支部）平成 30 年 9 月 24 日（月）
（大阪支部以外）平成 30 年 9 月 25 日（火）
受付 17 時 00 分～18 時 30 分

【場

所】靭テニスセンター管理事務所

地下 1 階

会議室 3

【提 出 物】エントリーファイル・記録審査用紙・広告データ
【申込書類】後日配布する。エントリー期日の 5 日前まで(9 月 19 日)に配布する予定。
※混成競技に出場する場合には、上記提出書類にプラスして男子の場合は①混成競技最
高記録申請書②走高跳及び棒高跳の記録審査用紙、女子の場合は①混成競技最高記録
申請書を提出すること。なお、混成競技最高記録申請書に関しては公認記録でなくて
も良い。
※男子は黒字、女子は赤字で記入すること。
※捺印を忘れないこと。
12. 記録審査

（１）参加申込後、大会当日までに記録審査を行う。
（２）記録審査により申込の誤り、不正申込等を発見した場合は、当該エントリー種目
を出場停止とする。
（３）当該選手を別の選手と入れ替えることは認めない。
（４）学校出場枠を使用した出場の場合、混成競技を除き記録審査の必要はない。

13. 表

彰

【種目別選手権大会】・男女とも各種目優勝者にはメダルと賞状を授与する。
・２位、３位入賞者には賞状を授与する。
・最優秀選手には楯、賞状及び副賞を授与する。
【混成選手権大会】 ・男女ともに優勝者にはトロフィー、賞状及び副賞を授与する。
・２位、３位には賞状及び副賞を授与する。

14．注意事項

（１）ナンバーカードは平成 30 年度登録のものを使用すること。
（２）種目によっては上位 16 名をＡ・Ｂ決勝へ進出させる。ただし、同タイムの選手
がでた場合はくじ引きにより決勝進出者を決める。表彰の対象となる選手はＡ決
勝進出の選手のみとする。
（３）申込後の欠場・選手変更は認めない。但し、欠場の場合は、所定の手続きにて大
会本部の承認を得た後、競技種目の実施される当日に競技者係まで申し出ることで認
められる場合がある。

（４）使用器具は原則として競技場備え付けのものを使用すること。
但し、棒高跳用ポールは私物使用を認め、やりについては、大会本部の検定を受
けて合格したものに限り使用を認める。
（５）器具の破損については当該者の所属団体から必要代金を徴収する場合がある。
（６）各大学は要請された審判員・補助員を派遣しなければならない。
（７）荷物の管理は各自で行うこと。紛失、盗難に関しては、主催者は一切の責任を負
わない。
（８）競技場は全天候舗装であるので、スパイクのピンの長さはトラック・フィールド
共に、９ｍｍ以下とする。但し、走高跳、やり投については１２ｍｍ以下とする。
（９）男子十種競技において、以下２種目の競技開始の高さを定める。
なお、これ以下の高さで競技を開始することはできないので注意すること。
走高跳

１ｍ５０

棒高跳

２ｍ５０

（10）各大学の学校出場枠数は、後日関西学連 HP に掲載する。
（11）ポール・やりの事前郵送は認めない。ポール・やりの輸送に関しては、各団体の責任
で行うこととする。尚、郵送をする場合は下記の宛先、期日・時刻に設定すること。
下記以外の期日・時刻に郵送することは禁止とする。また、受け取りの際には各大学
代表者 1 名が立ち会うようにすること。
【宛先】〒546‐0034

大阪市東住吉区長居公園 1‐1

ヤンマーフィールド長居

「2018 関西学生陸上競技種目別選手権大会」
【期日】平成 30 年 10 月 17 日（水）8 時 30 分着
※保管場所は大会期間中通じて競技場正面玄関受付前とする。ただし、保管中
に破損等があったとしても、主催者は一切責任を取らないものとする。
ポール・やりの返送に関しても各大学の責任で行うこととする。ポール・やりを保管
場所に置いている大学は 10 月 19 日(金) 17:00 までに受け取りにくること。尚、郵送
をする場合は業者の来る期日・時刻を事前に関西学連事務所まで連絡すること。
（12）競技中に発生した障害、疾病についての応急処置は主催者側で行うがそれ以降の
責任は負わない。ただし、2018 年度(公社)日本学生陸上競技連合普通会員は、原則と
してスポーツ安全保険に加入しているので、この保険が適用される場合がある。
（13）その他不明な点については、関西学連まで連絡すること。
15．連 絡 先

〒553-0003

大阪市福島区福島 4-6-2

関西学生陸上競技連盟
大会担当

三田村

アメニティ福島 205 号

TEL

06-6442-8770

FAX

06-6442-8771

侑紀

関西学生陸上競技連盟

