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第５回 太田市ジュニア陸上記録会

１．主 催 太田市陸上競技協会

２．後 援 太田市教育委員会

３．期 日 平成３０年９月３０日（日） 午前９時３０分 競技開始

４．場 所 太田市運動公園陸上競技場

５．種 目 種 別 男 子 女 子
小学生 １００ｍ・１０００ｍ １００ｍ・８００ｍ

４×１００ｍＲ ４×１００ｍＲ
中学生 １００ｍ・４００ｍ １００ｍ・４００ｍ

３０００ｍ・４×１００ｍＲ １５００ｍ・４×１００ｍＲ
走り幅跳び 走り幅跳び

６．参加資格 Ａ 太田市内及び太田市近隣に在住・在籍・在学している者で、保護者
の同意のある者とする。

Ｂ 一人２種目（リレーを除く）までとする。

７．参 加 料 個人種目については１種目につき２００円
リレー種目については１種目につき６００円とする。
＊ 参加料については、記録会当日に受付にて納金すること。

８．表 彰 大会新記録及び基準記録を突破した者に対して、競技優秀者としてメダ
ルを授与する。

９．申し込み ９月１４日(金)18:00 までに、太田市陸上競技協会ＨＰより申込みに関
わる内容をダウンロードし、必要事項を記入した後、申込みを行うこと。
なお、中学生については、記録の入力を必ず行うこと。
申込先 oota-rikyou@kha.biglobe.ne.jp

10．その他
① 本記録会は、２０１８年度日本陸上競技連盟規則に準じて行う。
② 申込み後の番組編成及び競技開始時刻は、太田市陸上競技協会ＨＰにて公開する。

出場者は番組編成等を確認し、申込みの際の不備等が確認された場合には９月２１
日(金)18:00 までに事務局（sashide@ota.ed.jp)にメールにて申し出ること。その日
以降の訂正・追加等については受け付けないものとする。

③ 本記録会に出場する者は、下記の時刻までに受け付けを行い、参加料の納金を済ま
せること。

小学生…８：３０～９：００までの間
中学生…９：００～９：３０までの間

④ 雨天の場合は、一部の種目（小学生）を中止する場合がある。
⑤ スパイクシューズを使用する場合は、８㎜ 以下のオールウェザー用のピンを使用

すること。なお、小学生については、スパイクシューズの使用は認めない。
⑥ 登録番号を有する者は、その番号を記載した布を胸・背部につけること。なお、ト

ラック種目においては、スタート地点にて主催者が用意したレーンナンバーを右腰
につけること。

⑦ 出場者はプログラムに記載されている競技開始時刻の１５分前(集合時刻)には、競
技開始場所(リレーはそれぞれのスタート場所)に必ず集合すること。

⑧ 小学生の種目については、なるべく同年齢もしくはそれに近いグループでの番組編
成を行うよう配慮する。中学生の種目については、出場者の記録をもとに番組編成
を行うよう配慮する。

⑨ 小学生１００ｍの４年生以下のグループにおいては、スターティングブロックの不
使用、スタンディングスタートの採用を取り入れる。

⑩ 競技中のケガ・事故については、応急処置のみ主催者側で行うが、責任は一切負わ
ない。
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第３８回 富岡・甘楽ナイター陸上競技大会要項 

 

１，趣 旨 富岡・甘楽地区の陸上競技の普及と発展をはかるべき大会とする。 

２，主 催 群馬陸上競技協会 

３，後 援 富岡市体育協会、甘楽郡体育協会、上毛新聞社 

      富岡・甘楽教育委員会連絡協議会 

４，主 管  富岡市陸上競技協会 

５，期 日 平成３０年８月１１日（土）午後２：００～９：００（小雨決行） 

６，会 場 もみじ平陸上競技場（富岡市上黒岩 1337-1,TEL0274-63-6392） 

７，種 目  
    ☆小学生の部 

男子、女子 １年生 ５０ｍ、２年生 ５０ｍ、３年生 ５０ｍ、 
４年生 １００ｍ、５年生 １００ｍ、６年生 １００ｍ 

 男子５・６年生 

 １０００ｍ、８０ｍＨ、４×１００ｍＲ、走高跳、走幅跳 

 女子５・６年生 

       ８００ｍ、８０ｍＨ、４×１００ｍＲ、走高跳、走幅跳 

    ☆中学生の部 

      男子 

      １００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、３０００ｍ、４×１００ｍＲ、 

      走高跳、走幅跳、砲丸投（5.0） 

       女子 

           １００ｍ、２００ｍ、１５００ｍ、４×１００ｍＲ、 

      走高跳、走幅跳、砲丸投（2.72） 

      ☆高校男子の部 

１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ、走高跳、走幅跳、砲丸投（6.0） 
       ☆一般男子の部 

１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ、走高跳、走幅跳、砲丸投（7.26） 
       ☆高校女子の部   

           １００ｍ、４００ｍ、３０００ｍ、走高跳、走幅跳、砲丸投（4.0） 

        ☆一般女子の部   

           １００ｍ、４００ｍ、３０００ｍ、走高跳、走幅跳、砲丸投（4.0） 

 

８，参加資格 

       小・中学生は、富岡市・甘楽郡及び近隣市町村に在学・在住者とする。 

        (健康で保護者の同意を得た者) 

       一般（高校生）については、制限しない。 

９，参加制限 １人２種目以内とする。但し、リレーは除く。   
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２０１８碓水峠ラン１８４実施要項

１．主 催 碓水峠ラン１８４実行委員会 群馬陸上競技協会

２．共 催 安中市 軽井沢町 サンケイスポーツ

３．後 援 駐日英国大使館 群馬県 群馬県教育委員会 長野県教育委員会

（予定） 財団法人群馬県観光物産国際協会 産経新聞 夕刊フジ フジテレビ

フジサンケイビジネスアイ ニッポン放送 上毛新聞社 長野放送

４．主 管 サンケイスポーツ NPO法人スポーツコミュニティ軽井沢クラブ

安中市陸上競技協会 碓水陸上競技クラブ

５．日 時 平成３０年１０月２７日(土) 雨天決行

午前８時４０分開会式 ９時４０分スタート

６．会 場 軽井沢プリンスホテル駐車場

７．参加資格 健康な公認・一般ランナーで大会規則を順守できる人

８．コ ー ス プリンスホテル駐車場～碓水新道～めがね橋～カーブ２７折返しコース

紅葉の碓水峠の高低差４００ｍ下り、上る日本陸連公認ハーフコース

９．種目・日程

①ハーフ１８才以上男・女(公認・一般)９：４０～ 参加費５２００円 定員１５００名

②２ｋｍ中学生以上男・女 ９：５０～ 参加費２０００円 ※２ｋｍコースの

③２ｋｍ小学生高学年男・女 ９：５３～ 参加費１０００円 定員は合わせて

④２ｋｍ小学生低学年(親子ペア） ９：５６～ 参加費２０００円 １０００名

※この他、翌日開催の軽井沢リゾートマラソンのハーフマラソン(公認コース)と合わせて

走るハーフ＆ハーフ部門などもある。

10．表 彰 各部門の１～８位まで賞状・副賞、参加者全員に参加賞が出る。

11．申 込 「軽井沢マラソンフェテバル」のホームページから申し込む。

http://sanspo-marathon.net/karuizawa-fes/

12．問合せ先 碓水峠ラン１８４実行委員会事務局

安中市産業政策部観光課内（安中市松井田庁舎）

０２７－３８２－１１１１(代表)
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10,  参 加 料（保険料含む） 

           小・中学生 １種目３００円、高校生 １種目５００円 

       一般 １種目７００円、リレー １チーム８００円 

11, 申込方法 

             （１）小・中・高校については、申込一覧と個人申込書（男子は黒、         

女子は赤で記入し、キリトリ線で表示してあるサイズにして）を 

添えて、学校単位で郵送にて申し込む。 

       （２）一般は、住所・氏名・年齢・所属・登録番号・参加種目を任意の様

式に記入し申し込む。 

（３）中学生以上は、申込書に登録番号を記入すること。 

（４）参加料（現金書留）を添えて申し込むこと。但し、小・中・高校の 

場合は、郵送料等については、参加料から差し引いた金額を送って 

差し支えない（不明な点は、ご連絡ください） 

12, 申込期日  小・中学校は、７月２５日（水） 

        高校・一般は、７月２７日（金）必着とする。 

13, 申込み先  〒３７０－２４５５ 富岡市神農原５５９－１ 

         西毛病院 相川浩道 TEL 0274-67-2826   090-2759-7310  
           〒３７０－２３１６ 富岡市富岡１０９６－１ 

          高橋 賢作 TEL 0274-62-1461  

14, 表   彰  

              （１）各種目、上位３位までを表彰する。 

        （２）小学生は、上位３位まで賞状とメダルを授与する。 

中学生以上は、１位に賞状とメダル、２位・３位には賞状を授与す

る。 

15,  そ の 他  

       （１）傷害保険は、主催者側で加入しますが、補償はその範囲とする。 

                   万が一怪我をした場合は、大会当日必ず本部へ届けること 

（２）荒天の場合は中止する事がある。 

       （３）スパイクの使用を認める。（全天候用、長さ７ｍｍまで） 

       （４）トラック競技はタイムレースとする。 

       （５）フィールド競技の試技数は３回とする。 

       （６）小学生男女走高跳は、最初の高さは１ｍとする。 

       （７）小学生のハードルの高さ７０ｃｍ、台数９台、スタートから第１ 

          ハードルまでは１３ｍ、各ハードル間は７ｍ、最終ハードルから 

          ゴールまでは１１ｍとする。 

 

  


