第 43 回中国四国学生陸上競技選手権大会

1. 主

催

中国四国学生陸上競技連盟

2. 主

管

一般財団法人 香川陸上競技協会

開催要項
[競技会コード] 20670201

3. 運営協力

香川大学陸上競技部

4. 期

日

2020 年 10 月 2 日(金)～4 日(日)

5. 場

所

香川県立丸亀競技場主競技場[競技場コード]361020
〒763-0053 香川県丸亀市金倉町 830 TEL:0877-21-5800

6. 種

目

男子 21 種目
100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 5000ｍ 10000ｍ 110ｍH 400ｍH
3000ｍSC 10000ｍW 4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳
砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投
女子 21 種目
100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 5000ｍ 10000ｍ 100ｍH 400ｍH
3000ｍSC 10000mW 4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳
砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投

7. 参加資格

(1) 2020 年 8 月 21 日までに中国四国学生陸上競技連盟への登録が完了している者。
(2)各校，同一種目への出場人数の制限はない。
(3)同一人物の出場種目はリレーを除いて 2 種目までとする。
(4)リレーは各種目，１校につき１チームとする。
(5)申し込みと合わせて，以下の事項に同意したものとする。
 大会主催者からの健康状態の確認に応じる（大会開催前，大会当日，
大会終了後２週間）
 感染疑い症状の発症，PCR 検査もしくは抗原検査で陽性反応，濃厚接触
があった場合には，当該競技者は参加を辞退する。
 大会当日に発熱などの感染の疑いがある場合，大会主催者は出走を断る。
 競技者が在住している都道府県において，
「移動制限」が発令されている
場合，および部活動が自粛要請されているチームの参加は認めない。
 その他，主催者が協力を要請する事項。

8. 競技規則

2020 年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会競技注意事項による。
また WA 認定競技会とし、WA 規則第 143 条（テクニカルルール第 5 条＝TR5）の再改訂
(2020 年 7 月 28 日)ルール（靴底の厚さに関するルール）を適用する。

9. 参 加 料

(1)リレーを除く全種目：１人１種目 1,500 円
(2)リレー
：１チーム
2,000 円
(3)参加料は，9 月 18 日(金)までに下記の郵便振替口座に振り込むこと。
また，通信欄に必ず延べ出場人数の詳細を個人・リレー別に明記し，振込人は
学校名とする。
(4)申込後の参加料の返金については今後の協議による。

参加料振込先 （郵便振替） 口座番号 01670-6-47673
加入者名 香川大学陸上競技部
10. 申込方法

(1)各参加校は，データ入力済のエントリーファイルを，期日までにメールに添付
して送付すること。(宛先: kadai.tandf.renraku@gmail.com)
申込メールの題名を「2020 中四個人（○○大）とすること。また，プリントアウト
し署名及び捺印したもの，振込受領書（コピー可）を添えて下記申込先まで申し込
むこと。
(2)申込期日 電子書類 2020 年 9 月 18 日 (金) 必着
郵送書類 2020 年 9 月 18 日（金）消印有効
(3)申込みについての注意事項
・ 記入上の注意を参照の上，入力ミス，入力もれがないよう注意すること。
・ プリントアウトしたものに必ず申込責任者及び監督等の捺印をすること。
・ E メールに添付し送付するファイルには，
「2020 中四個人（○○大）.xls」の
ように、括弧内に必ず学校の略称名を記入すること。
・ アスリートビブスは各自の 2020 年度登録番号のものを使用すること。
・ 各校の申込責任者は，2020 年度学連登録の競技者氏名及び番号と大会申込時
のもの（アスリートビブスの番号）との確認を確実に行うこと（一致してい
ない場合は出場できないことがあるので注意すること）
。
・ 申請記録は 2019 年 1 月 1 日から 2020 年 9 月 18 日までの公式記録を使用す
ること。ただし，10000m に関しては 5000m の記録でも可とする。
・ 5000m，10000m，3000mSC については，記録証明書（大会リザルトのプリ
ントアウトでも可）を郵送すること。大会申込期限を遅く設定しているため、
記録証明のないものは記録なしとして扱います。
・ 申込締切後の競技者の変更は一切認めない。
(4)申込先
〒760-8522 香川県高松市幸町 1-1
香川大学教育学部 野崎武司研究室 宛

11. 欠場について 大会申込後に欠場する者は，欠場届（中四学連ホームページからダウンロード）に
必要事項を記入し大会受付時に提出すること。大会期間中は受付または招集所に
ある欠場届を，招集開始時刻までに招集所に提出すること。
12. 表

彰

(1)各種目とも第 3 位までの入賞者に賞状とメダル及び副賞を授与する。
(2)各種目とも第 4 位から第 8 位までの入賞者には賞状を授与する。
(3)10 月 4 日(日)の最終種目終了後に，男子最優秀選手賞（高本賞）と
女子最優秀選手賞（久保田賞）を授与する。

13. 競技について
（トラック競技）
(1) すべての種目をタイム決勝とする。
(2) 男子 5000m は 20 分，男子 10000m は 40 分，男女 10000mW は 70 分を越えて次の周
回に入れない場合がある。
(3) 距離が 5000m を超える競技に関しては，主催者の判断で給水を行う場合がある。
（フィールド競技）
(1) 走幅跳、三段跳と投擲種目については、２回の試技でトップ８を決める。トップ
８に残った者はさらに２回の試技を行う。走高跳、棒高跳については２回連続で
クリアできなかった場合、競技終了とする。
(2) 用器具は主催者側で準備したものを使用すること（棒高跳用ポールを除く）
。

(3) 三段跳の踏切板の距離は砂場から男子が 12m または 11m，女子が９m とする。
ただし，資格記録によって男子が 13m を使用する場合がある。
(4) 男子走高跳，男子棒高跳，女子走高跳のバーの最初の高さは，それぞれ 1m65、
3m20，1m35 とする。女子棒高跳に関しては当日現地にて決定する。なお，天候等
の事情によって変更することがある。
(5) 男女円盤投・男女ハンマー投・男女やり投については計測ラインを設ける。計測
ラインは，男子円盤投 35m，女子円盤投 30m，男子ハンマー投 45m，女子ハンマー
投 40m，男子やり投 55m，女子やり投 35m とする。計測ラインを超えた試技はす
べて計測し，超えない試技はペグ方式で 2 投目終了後に計測する。3 投目以降の
試技はすべて計測を行う。男女砲丸投は全投計測を行う。
(6) 混成競技は実施しない。
14. 個人情報の取り扱いについて
(1) 本連盟は，個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し個人情報を取り
扱う。なお，取得した個人情報は，プログラム編成及び作成，記録発表，公式ホ
ームページ（香川陸協を含む）その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利
用する。
(2) 大会の映像･写真･記事･個人記録等は，主催者及び主催者が承認した第三者が大
会運営及び宣伝等の目的で，大会プログラム･ポスター等の宣伝材料，新聞･雑誌･
インターネット等の媒体に掲載することがある。
15. そ の 他
(1) 正式な競技日程及び競技注意事項等は，本連盟ホームページに掲載する。
(2) 競技中に発生した傷害・疾病についての応急措置は主催者側にて行うが、以後の
責任は負わない。大会参加者は健康保険証を持参すること。
(3) 緊急事態発生の際には，審判長や医師の判断により競技を中止させることがある。
(4) 大会の映像は主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上
において画像や動画を配信することを含む）を禁止する。
(5) 宿泊は斡旋業者の利用をお願いします。
(6) 棒高跳用ポールは各自の責任において輸送すること。送付日時・場所は下記の
通りにすること。
送付期日 10 月 1 日(木)の期日指定で
送付場所 〒763-0053 香川県丸亀市金倉町８３０ 香川県立丸亀競技場
(7) 駐車場は丸亀競技場の駐車場のみを使用する。十分な駐車スペースはないので、
必要最小限の台数で参加すること。バスの駐車スペースはない。無観客試合のた
め、一般の応援等での来場は認められない。
(8) 各大学での控え場所においても、それぞれ独自に手洗い・うがい・消毒等の防疫
措置を行う準備をし、励行すること。特に三密回避を行なっていない団体に対し
ては、退場を指示する場合がある。
(9) 新型コロナ接触確認アプリ（COCOA）のインストールを推奨する。
(10)大会に参加するにあたり、必ず誓約書を学連に提出すること。誓約書の内容を遵
守するとともに、中国四国学生陸上競技連盟主催の競技大会にて、コロナ・クラ
スターが発生することのないよう、最善の注意を払い行動すること。
16. 問合せ先

長崎 龍平（香川大学陸上競技部主務）
E-mail kadai.tandf.renraku@gmail.com
丸尾
拓（中国四国学生陸上競技連盟幹事長）

E-mail

icalcs26@gmail.com

