
平成２９年度 競技会要項 
 

ＷＥＢによる申し込みは、木南道孝記念陸上競技大会から可能となります。 
 

＜競技会の参加申し込み及び出場についての注意事項＞ 

 

１．申し込みについて 
 

 (1)大会要項に準拠していること。特に参加資格・参加制限には注意すること。 

 

 (2)申し込み受付期間内に必着するように、ＷＥＢ・E-ｍａｉｌ・郵送・持参すること。 

oy 

(3)申込期日は各競技会要項に記載してある期日を厳守すること。（以後の受付はしない） 
 
 (4)申し込み一覧票には必ず「公認の最高記録」を記入すること。特に記録による出場制限のある競技会   

では、各大会要項に示す参加標準記録をクリアーした公認の記録を必ず記入すること。記入していない 

場合は申し込みを受け付けない。 
 

 (5)参加料が受付期間内に納付されないときは申し込みを取り消す。 

 

(6)申し込み締め切り後の申し込み内容の変更はできない。ナンバーカードは申込書に記入したナンバー 

（スタートリストまたはプログラム記載）で、各自用意すること。 

なお、ナンバーカードがない場合、番号布を販売(200 円)するので、各自が油性インクで作成すること。 

 

（7）大阪以外の登録者は、「出場認知書」を申込期日までに提出すること。ただし、近畿各府県(滋賀・京都・

兵庫・奈良・和歌山)については、各府県との申し合わせにより提出しなくてよい。 

 

２．ＷＥＢでの申し込みについては、大阪陸協ホームページにて詳細を確認のうえ申し込む 

こと。（大阪登録の方のみで他府県の方は利用できません） 

 

３．Ｅ-ｍａｉｌによる申し込み 
(1)大阪陸協ホームページより 

・大会申し込み用ファイル（taikai-moushikomi_17.xls)（excel のファイル）をダウンロードする。 
・必要事項を記入のうえ、ファイル名を申し込む競技会名と学校名または所属コード等に変更し、下記の

アドレスまで添付ファイルで送付すること。 

なお、送信の際にはメールの件名にも必ず競技会名と所属（学校）名をつけること。 

再送信の場合には、本文中に再送信の理由を記入すること。 

 E-mail  moushikomi@oaaa.jp  

 ・申し込みメールを受信したら、事務局から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

ルする。 
（日・月・祝日は休業のため翌開業日に返信する） 
なお、返信メールは自動送信ではないため、返信に時間がかかる場合がある。申し込み送信後「３日」

過ぎて返信メールがない場合は、申し込み受付ができていないので事務局まで連絡すること。 

 

(2)参加料は申し込みと同時に、下記の口座に銀行振込み・郵便振替により納めること。(申込期間内厳守) 
  なお、大阪陸協より問い合わせをすることがあるので、振込票の受領書は廃棄せず必ず保管しておくこ

と。納付された参加料は原則として返金しないので、注意すること。 
    
 
４．郵送・持参による申し込み 
  (1)大阪陸協主催競技会の申し込みは、必ず大阪陸協所定の様式「陸上競技会申込一覧表」（大阪陸協ホーム

ページからダウンロードするか、陸上競技年鑑に掲載してあるものをコピー)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)「陸上競技会申込一覧表」の記入見本（陸上競技年鑑に掲載）を参考にして必要事項を記入すること。 
 

 (3)参加料は申し込みと同時に納めること。(申込期間内厳守) 
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)参加料は、裏面記載の口座に銀行振込み・郵便振替による納付も可能とする。 
 
５．出場について 
 (1)服装は清潔で不快に思われないようにデザインされ、濡れてもすきとおらないものを着用すること。 
 
 (2)ナンバーカードは、番号布(日本陸連規定 24cm×20cm) に数字のみ(番号数字の太さ 1cm程度・高さ 10cm     

以内とする)を作成し、背と胸(跳躍競技は背か胸のみでも可)必ずつけること。 

   イ 数字は遠くからでも、はっきりと見えるように書くこと。 

   ロ ナンバーカードの四隅はしっかりととめておくこと。 
 
 (3)スパイク・ピンは全天候舗装競技場では 9 ㎜以下を使用すること。 
 
６．免責について 
 (1)競技中に生じた事故について、応急処置の他一切の責任は負わない。 

 

 (2)会場内での紛失・盗難などについて、一切の責任を負わない。 

 

７. 大会参加に関わる個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて   
   参加申込書等を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおり対応します。 

(1)参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

① 大会プログラムに掲載されます。 

② 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 

③ 競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。 

(2)スタートリスト・競技結果（記録）等の取り扱い 

① 大阪陸上競技協会や関係団体(日本陸上競技連盟等)から、ホームページ等を通じて公開されること 

があります。 

② 認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

③ 大会プログラム掲載の個人情報とともに、大阪陸上競技協会が作成する大会記録集に掲載されます。 

④ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることがあ 

ります。 

(3)肖像権に関する取り扱い 

① 認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会記録集及び関連ホームページ等で公開

されることがあります。 

② 認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放映されることがあります。 

③ この他、大阪陸上競技協会の許可にもとづき、記念写真等が販売されることがあります。 

  (4)大阪陸上競技協会としての対応について 

① 取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。 

② 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応いたします。 

③ 個人情報等の掲載または公開等に関してのご質問は、大阪陸上競技協会までご連絡ください。 
 
８．その他 
 (1)大阪陸上競技協会事務所は平日は 10 時～16 時 30 分(但し 13 時～14 時は休憩時間)、土曜日は 13 時で終

了します。なお、日曜・月曜・祝日は休業です。 

 (2)大阪陸上競技協会事務所の所在地 

〒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 

    (電話 06-6697-8899  FAX 06-6697-8766) 
(3)大阪陸協主催主要競技会の競技日程(競技順序等)は、下記の大阪陸協ホームページに掲載する。 



     大阪陸協ホームページアドレス  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏａａａ．ｊｐ／ 

 

＜大阪府以外で行なわれた競技会に参加した場合の記録の扱い＞ 

  各都道府県陸上競技協会発行の「記録証明書」を必ず受け取り、「大阪陸上競技協会記録部」宛に、すみ

やかに提出・送付すること。 

  「記録証明書」が提出されない場合は、大阪陸上１０傑の対象として認めない。 

    (注)提出期限 毎年 12 月 10 日まで 
 
 

  



〈大阪市体育協会会長杯 大阪陸上競技カーニバル〉 
１．日時・会場 
 ４月２３日(日)  ９：３０ 競技開始  会場：ヤンマーフィールド長居 
                ※審判講習会については別紙参照 
２．種別・種目 

性別 種  別 種   目 数 

男 

小学生(5・6 年生共通) 100m,4×100m  2 

中学生 
100m,800m,3000m,110mH,4×l00m,走高跳,棒高跳,走幅跳 

砲丸投,円盤投 

10 

高校生 
100m,800m,5000m,110mH,4×100m,走高跳,棒高跳,三段跳, 

砲丸投,やり投 

10 

一般 100m,800m,5000m,110mH,4×100m,走高跳,走幅跳,砲丸投,やり投 9 

女 

小学生(5・6 年生共通) 100m,4×100m 2 

中学生 100m,800m,100mH,4×100m,走高跳,走幅跳,砲丸投,円盤投 8 

高校生 
100m, 800m,3000m,100mH,4×100m,走高跳,棒高跳,走幅跳 

ハンマー投,やり投 

10 

一般 
100m,1500m,100mH,4×100m,走高跳,棒高跳,走幅跳,ハンマー投 

やり投 

9 

 

３．参加資格及び制限 

 (1)平成２９年度の大阪陸協登録者であること。ただし、小学生の部はこの限りではない。 

 (2)出場種目制限は次のとおりとする。 

   ア.各種別とも、個人種目は 1人 2種目以内とする。 

     イ.ア項の制限のほか、中・高校生、一般とも各出場種目について、下記の参加標準記録を 

平成 28 年 4 月 1 日以降の公認競技会において突破した者であること。（公認記録） 

   ウ.リレーについては、同一クラブ(校)より 1チームのみ出場できる。個人種目と兼ねてもよい。 

〔参加標準記録〕 

性別 種 別 標    準    記    録 

男 

中学生 

100m…11 秒 99 800m…2分 10 秒 00  3000m…9分 35 秒 00 110mH…17 秒 99 

4×100m…48 秒 78 走高跳…1m65 棒高跳…3m40 走幅跳…5m60  

砲丸投…10m50 円盤投…28m00 

高校生 

100m…11 秒 22 800m…2分 02 秒 00 5000m…15分 50 秒 00 110mH…16 秒 50 

4×100m…43 秒 60 走高跳…1m83 棒高跳…3m80 三段跳…13m30  

砲丸投…12m50  やり投…52m00 

一 般 
100m…11 秒 14 800m…1分 59 秒 99 5000m…15分 30 秒 00 110mH…15 秒 99 

4×100m…42 秒 99 走高跳…1m90 走幅跳…6m70 砲丸投…11m50 やり投…55m00 

女 

中学生 

100m…13 秒 44 800m…2分 27 秒 50(1500m…4 分 55 秒 00 3000m…10 分 30秒 00)  

100mH…16 秒 94 4×100m…53 秒 77 

走高跳…1m45 走幅跳…4m70 砲丸投…11m00 円盤投…25m00 

高校生 

100m…12 秒 69 800m…2分 22 秒 00 3000m…10分 00 秒 00(1500m…4 分 45 秒 00)  

100mH…16 秒 99 4×l00m…51 秒 39 

走高跳…1m55 棒高跳…2m70※ 走幅跳…5m20 ハンマー投…30m00※ やり投…35m00 

 100m…12 秒 59 1500m…4 分 58 秒 00 100mH…16秒 79 4×l00m…50 秒 99 

走高跳…1m57 棒高跳…2m70 走幅跳…5m30 ハンマー投…35m00 やり投…40m00 一般 



※高校生の女子棒高跳及びハンマー投については、公認の記録でなくとも標準記録以上の記録があれば申し

込んでよい。 

４．参加料 

 1 人 1 種目につき、一般 1,000 円、高校生 700 円、中学生 500 円、小学生 300 円とする。 

 ただし、リレーについては一般 1,500 円、中・高校生 1,000 円、小学生 800 円とする。 

５．表彰 

 各種目とも 1～3位に賞状を授与する。 

６．申し込み方法 

 (1)Ｅ‐ｍａｉｌによる申し込み 

①大阪陸協ホームページより 

    ・大会申し込み用ファイル（taikai-moushikomi_17.xls)（excel のファイル）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  

    ・申し込みを受け付けたら、事務局から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申し込み受付ができていませんので事務局まで連絡すること。 

②参加料は申し込みと同時に、平成２９年度競技会要項の申し込み注意事項に記載の口座に銀行振込み・

郵便振替により納めること。 

  (2)郵送・持参による申し込み 

①大阪陸協主催競技会の申し込みは、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    

ドするか、陸上競技年鑑に掲載してあるものをコピー)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。 

③参加料は申し込みと同時に納めること。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。 

④参加料は、平成２９年度競技会要項の申し込み注意事項に記載の口座への銀行振込み・郵便振替による

納付も可能とする。 

⑤郵送の場合、封筒の表に「陸上カーニバル」と朱書きしておくこと。 

 (3)申し込み受付期間 ３月２８日(火)～４月１日（土) 

平日は 10時～16 時 30 分。（但し、13 時から 14時は休憩時間となります） 

土曜は 10時～13 時。日曜・月曜・祝日は休み。 

７．小学生については別途周知する。 

８．注意事項 

 (1)スパイクのピンは、9㎜以下を用いること。走高跳については12mm以下とする。本数は11本以内とする。 

(2) 申し込み締め切り後の申し込み内容の変更はできない。ナンバーカードは申込書に記入したナンバー 

（スタートリストまたはプログラム記載）で、各自用意すること。 

なお、ナンバーカードがない場合、番号布を販売(200 円)するので、各自が油性インクで作成すること。 

 

 

 


