
日本グランプリシリーズ大阪大会

（アジア陸連パーミット大会 2019）

第６回木南道孝記念陸上競技大会要項
１．主  催    一般財団法人大阪陸上競技協会・大阪市

２．共  催    一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ

３．主  管    一般財団法人大阪陸上競技協会

４．後  援    公益財団法人日本陸上競技連盟・大阪府・大阪府教育委員会・大阪市教育委員会

５．特別協賛    未定

６．協  賛    未定

７．協  力    未定

８．期  日     2019 年 5 月 6 日（振・月） 競技開始 ９：３０

９．場  所     ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
         〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園 1-1 電 話 06-6691-2500

10．種  目   

グランプリ
男子 １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １１０ｍＨ ４００ｍＨ

女子 ４００ｍ ８００ｍ １００００ｍ １００ｍＨ ４００ｍＨ やり投

高 校 生
男子 １１０ｍＨ ４００ｍＨ   棒高跳  走幅跳  

女子 １００ｍＨ ４００ｍＨ   棒高跳  三段跳  

中 学 生
男子 １１０ｍＹＨ(0.914m) 走高跳  ※円盤投

女子 １００ｍＪＨ(0.762m)走高跳  ※円盤投

小 学 生
男子 ４×１００ｍ
女子 ４×１００ｍ

大阪選手権
男子 １００００ｍ
女子 １００００ｍ

   ※中学生円盤投（男・女）はヤンマーフィールド長居で実施する。



11．出場資格
(1)２０１９年度日本陸上競技連盟登録競技者（小学生を除く）

(2)グランプリ種目
・外国招待競技者については、日本陸上競技連盟及び他のグランプリ大会との協議で決定する。
・日本招待競技者については、２０１８年度の日本ランキング上位者より大阪陸上競技協会において決

定するが、各種目最大４名程度とする。
・グランプリ種目の参加は１人１種目とする。
・グランプリ種目参加競技者については、２０１８年１月１日～２０１９年４月５日までの公認競技会

において、次の標準記録を突破した競技者。
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・日本陸上競技連盟強化委員会及び大阪陸上競技協会が推薦する競技者
・男女トラック競技の出場者は、強化競技者及び記録上位者、主催者推薦優先で 24 名を原則とする。
・女子やり投出場者は、強化競技者及び記録上位者、主催者推薦優先で 12 名を原則とする。

(3)大阪選手権 男子、女子 10000ｍ
・２０１９年度大阪陸上競技協会登録者または大阪ふるさと登録者。他の都道府県陸上競技協会登録者はオープ

ン参加することが出来る。
・２０１８年４月１日以降の公認競技会において次の標準記録を突破した者。

参加標準記録 男子 10000ｍ＝30 分 30 秒 00 女子 10000ｍ＝36 分 00 秒 00

(4)高校生・中学生種目
大阪府内の高校・中学校に在学し、２０１８年 4 月 1 日以降の公認競技会において、次の標準記録を突破した

競技者。
〔参加標準記録〕

種別 種目＝参加標準記録 種目＝参加標準記録 種目＝参加標準記録 種目＝参加標準記録

高校男子 110mH＝15 秒 60 400mH＝57 秒 10 棒高跳＝4m00 走幅跳＝6m80
高校女子 100mH＝15 秒 60 400mH＝１分 08 秒

30
棒高跳＝2m80 三段跳＝11m00

中学男子 110mYH＝17 秒 00 走高跳＝1m70 円盤投＝29m00
中学女子 100mJH＝16 秒 00 走高跳＝1m50 円盤投＝26m00

(5)小学生種目
大阪小学生陸上運動研究協議会(大阪小陸研)において選考し推薦された小学生のチーム。
４×１００ｍ ２４チーム以内とする。



12．参 加 料
(1)グランプリ １種目 3,000 円（大阪府以外登録者＝4,000 円）
(2)高校生   １種目 1,000 円  
(3)中学生   １種目  750 円  
(4)小学生   １種  リレー １チーム   500 円

  (5)大阪選手権 10000ｍ 1,500 円（大阪府以外登録者＝4,000 円）

13．申込方法
(1)Ｅ‐ｍａｉｌによる申し込み グランプリ競技出場者はこの申し込みに限る。
  ①大阪陸協ホームページ（http://www.oaaa.jp/）より大会申し込み用ファイル（taikai-moushikomi_19.xls)

をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、ファイル名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで
送付すること。

     E-mail moushikomi@oaaa.jp 
   ②大阪陸協事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申し込みを受信いたしました」と返信メ

ールを送る。返信メールがない場合は大阪陸協事務局まで連絡すること。
③参加料は申込締切日までに、下記の記載の口座に銀行振込み・郵便振替・現金持参により納めること。

    郵便振替の場合は通信欄に「木南記念」と記し、団体名を必ず書いて申し込むこと。
  ④納入した参加料は特別な事情を除き返金しない。ただし、参加標準記録を満たしたが出場枠から漏れた

場合は返金する。その場合は、返金の方法を記入された連絡先に問い合わせる。
  ⑤参加可否の通知は、大阪陸協ホームページにて知らせる。また、大阪陸協事務局より本人宛に詳細を通知

する。
  (2)ＷＥＢでの申込（大阪陸協登録者のみ利用可）は、大阪陸協ホームページにて確認の上申込むこと。

(3)郵送・持参による申し込み
  ①大阪陸協主催競技会の申込みは、必ず大阪陸協所定の様式(大阪陸協ホームページからダウンロードもし

くは陸上競技年鑑に掲載してあるもの)で行うこと。男子は黒字、女子は赤字で記入し、男・女別々の用
紙を使うこと。

  ②申込一覧表は記入見本を参考にして必要事項を記入すること。
③参加料は申込締切日までに現金持参、現金書留または下記の口座に振込・振替で納めること。     

尚、郵送の場合には必ず現金書留を利用し、普通郵便に現金を入れて送付しないこと。
     ④郵送の場合、封筒の表に「木南道孝記念」と朱書きしておくこと。

【参加料振込先】
（１）ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行へ振込の場合 （２）ゆうちょ銀行以外からゆうちょ銀行へ振込の場合

口座・通帳番号 14170      支店名 四一八
口座名義 大阪陸上競技協会 支店番号 418
口座番号 319141 口座名義 大阪陸上競技協会

口座番号 0031914
  ○振込名義について○

・団体クラブ・学校等『 所属（団体）コード６桁 ＋ 所属団体名 』
・個人登録者    『 所属（団体）コード６桁 ＋ 氏名 』
・または申込書に記載した振込名義での納付
※上記以外の名義人で振込みをされた場合、確認できないことがありますので、必ず事務局まで

お電話下さい。



（３）郵便振替による振込の場合
口座名義 大阪陸上競技協会
口座番号 ００９２０－２－１７８５０２

  通信欄に【競技会名】【団体/所属/学校名】【参加料内訳】を必ず記入してください。

※ゆうちょ銀行振込・郵便振替後の受領書（お控え）は確認する場合がありますので登録完了まで必ず保管して
おいて下さい。

14．申込受付期間
〇グランプリ種目

受付期間 ３月２２日（金）～４月５日（金） 17:00 まで
エントリーリスト公開予定 ４月１２日（金）
エントリーリスト更新予定 ４月２３日（火）

   
〇大阪選手権 10000ｍ・高校生･中学生･小学生

受付期間 ４月９日(火)～１３日(土)

  大阪陸上競技協会事務局の受付業務は、火曜日～金曜日は 10 時～16 時 30 分（13 時から 14 時は休憩時
間）、土曜日は 10 時～13 時。日曜・月曜は休業。

15．表  彰
(1)グランプリ種目の優勝者には賞状と副賞を贈呈する。

＊男子グランプリ種目 110mH 優勝者にはトロフィーを授与する。
(2)高校生･中学生･小学生種目については、1 位～3 位に賞状を授与する。

16．個人情報の取扱い
(1)主催者及び共催者は、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扱う。なお、取得

した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページ、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)本大会はテレビ放送及びインターネットで動画配信を行うことがある。
(3)大会の映像･写真･記事･個人記録等は、主催者、共催者及び主催者、共催者が承認した第三者が大会運営及

び宣伝の目的で、大会プログラム･ポスター等の宣伝材料、テレビ･ラジオ･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。

17．グランプリ種目参加選手のドーピングコントロール
（1）ドーピングコントロール

国際陸上競技連盟アンチ・ドーピング規則および規程、もしくは日本アンチ・ドーピング規程に基づいて行
われる。
尚、本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液 （或いは両方） の採取が行われる。該当者
は指示に従って検査を受けること。日本陸上競技連盟に登録していない競技者も同様に従うこと。
尚、競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要となる。顔写真のつい
た学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポートコピーなどを持参すること。



（2）ＴＵＥ申請
禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得ない競技者は“治療使用
特例（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細については、日本陸上競技連盟医事委員会のホームペー
ジ（http://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は日本アンチ・ドーピング機構ホームページ
（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。

（3）18 歳未満競技者の親権者からのドーピング検査に対する同意書の取得
世界アンチ・ドーピング規程、同国際基準、及び日本アンチ・ドーピング規程により、18 歳未満の競技者が
競技会に参加する際、親権者からドーピング検査に関する同意書を取得することが必要となる。

① 本大会に参加する 18 歳未満の競技者は、同意書を熟読し、署名、捺印の上、同意書の原本を大会に持参し、
携帯すること。同意書は http://www.jaaf.or.jp/pdf/doisho.pdf からダウンロード出来る。

② 18 歳未満の競技者はドーピング検査に指名された時に、原本をドーピング検査室にて NFR（陸連医事代表）
に提出すること。提出は１回のみで、同意書の提出後に再びドーピング検査に指名された場合は、すでに原
本を提出済みである事を NFR に申し出ること。会場において、原本の提出がなくとも、検査は行われるが、
検査後 7 日以内に日本陸連事務局に原本を提出すること。

18 ．そ の 他
  (1)競技者の衣類および競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込める物品の商標の大きさは、『競技会にお

ける広告および展示物に関する規程』による。
(2)グランプリ種目招待競技者について
宿 泊 大会前日 1 泊シングル対応とする。宿泊先は主催者の指定とし、それ以外は自己負担とする。
交通費 競技者の最寄り駅から宿舎までの往復運賃を支給する。
食 費 1 泊朝食を支給する。
移動費 宿舎から競技場までの交通費を支給する。
その他 招待競技者が決定後、大阪陸協事務局より必要事項を連絡する。

(3)競技中に発生した事故・負傷については、本部の医務室で応急処置のみを行う。
(4)ナンバーカードは主催者で用意する。

  (5)競技日程は４月１２日（金）以降、大阪陸協ホームページに掲載する。
  (6)大会についての問い合わせ先
      〒546-0034

大阪市東住吉区長居公園１－１ ヤンマースタジアム長居内
大阪陸上競技協会事務局
ＴＥＬ：06-6697-8899  ＦＡＸ：06-6697-8766  
E-mail：oaaajimu@oaaa.jp                                                                                                                              


