
主　催 一般財団法人　大阪陸上競技協会 主　担 大阪小学生陸上運動研究協議会（大阪小陸研）

日　時

会　場

種目等

区分 性別 学年等 種目
チーム

参加制限

参加料

(運営諸費)
備考

６年 小学６年生

５年 小学５年生

４年 実施しません。 小学４年生

オープン 実施しません。 小学１年生～小学3年生

共通 小学６年生のみ又は５年生と６年生

５年 小学５年生のみのチーム

４年 小学４年生のみのチーム

オープン
小学１年生～小学6年生

男女混合を除くすべての組み合わせ可

実施しません。 当日、受付時に申込書を提出
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枚方市立陸上競技場

第4回 大阪小学生陸上競技研修会・記録会　実施要項

２０２０年９月２７日（日）　受付　９：００～　　競技開始　１０：００(予定）

　新型コロナウィルス感染拡大防止対策を講じながら実施する最初の記録会です。実施種目も5年、6年の１００ｍに限定し、別紙の

とおり、多くの対策を講じ、無観客で実施しますので、熟読の上、厳守いただきますよう、ご協力をお願いします。ただし、社会情勢により

運営方法等の急遽変更や、やむなく中止する場合もありますのでご了承願います。

なお、ルールを守れない参加者、チームには、失格、退場などの厳しい処分を科す場合がありますので、ご了承の上、申し込んでください。

9/6に予定していましたが上記に順延して実施します。

個人種目は、一人１種目までとする。（リレーは兼ねてもよい。）

個人

種目

男子

女子

１００ｍのみ

制限なし 300円

社会体育の分野で行うので、保護者等の大人が付き添うこと。(最小限にし、各家族1名以内）

リレー

種目

男子

女子
実施しません。 制限なし 800円

オープン(５・6年男女） 上記申込者に限る

参加者全員に記録証、標準記録(今年度より基準改正)を突破した者には優秀賞・優良賞を授与する。

【優秀賞、優良賞の配布方法】

密を避けるため、結果の貼り出しは行いません。ホームページに速報を掲載しますので、各自で確認し、大会本部へ取りに

来ること。(当日のみ有効)　※ホームページ　http://www.oaaa.jp/syogaku/

ホームページから申し込み用Excelファイルをダウンロード、または、下記アドレスにメール送信して申し込みファイルを入手し必

要事項を入力、下記に送信すること。（必ず点検をすること）

osaka-e-entry@track-and-field.jpn.org

９月９日(水)１７：００必着　締め切り以後の受付はできません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
陸上競技は、原則として晴雨不論で実施する。

けがについては、応急処置をするが、それ以上は１日保険の範囲とする。

スパイクを使用してもよいが、8㎜以下のスパイクピンとする。（ただし、８００ｍは不可）

プログラムは受付終了後HPにUPするので、それに記載されている集合方法、集合時刻、組、レーン、注意事項などを児童

に周知のこと。

各チームは腰ナンバーカードを必ず準備すること。（縦　１２㎝～１５㎝・横　１７㎝～２０㎝（必ず白地に太い黒文

字）で作成すること。持参していないチームは当日購入していただきます。）

本大会への参加は、大阪府下に在学または在住、在クラブの小学生のみとする。他府県の小学生については、新型コロ

ナウィルス感染拡大防止の観点から参加できませんのでご了承願います。

今年度より、大会当日のプログラム配布はいたしません。ホームページに掲載(約1週間前)しますので、各自(各チーム)で必

要枚数を印刷願います。

競技者用の「体調管理チェックシートは、競技開始の1時間前までに受付に提出のこと。1次コールの代わりになりますの

で、提出がないと参加できません。(詳細は、「申込にあたって」に記載しています）

優秀記録

挑戦レースは、

実施しません。
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2020 年 8 月 

大阪小学生陸上運動研究協議会 

 

申し込みにあたって 
  

新型コロナウィルス感染拡大防止対策について 

新型コロナウィルス感染拡大防止対策を講じて実施する、本年度最初の記録会です。（9/6 に予定していました第 4

回記録会を 9/27 に延期して実施いたします。） 

別紙のとおり、多くの対策を講じ、5・6 年生の１００ｍのみで実施しますので、必ず熟読いただき、理解したうえで申し

込みいただきますようお願いします。 

ルールを守らない、チームや個人には、失格や退場など、厳しい処分を科す場合があります。今後の大会運営にも支障をき

たしますので、厳重に個人およびチームで管理し、各自の責任で参加願います。 

なお、当日はスタンドへの入口を 1 か所に絞り、「体調管理チェックシート」の提出がない方は入れない、無観客での実施

とさせていただきます。（チーム代表、コーチ、各家族 1 名以内の引率保護者のみ「体調管理チェックシート」の提出と「大

阪コロナ追跡システム」への登録があればスタンドへ入場） 

また、スタンドから競技場内への入場も 1 か所に絞りますので、別紙の動線を確認願います。 

 

１．全国大会への出場人数変更について ※中止になりました。 

下記の通り、全国大会への参加人数が変更されました。 

https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1472-1.pdf 

種目 2019 年度 2020 年度 

5 年１００ｍ(男女) 男女各 1 名 従来通り 

6 年１００ｍ(男女) 男女各１名 従来通り 

共通コンバインドＡ(男女) 

８０ｍハードル・走高跳 
男女各１名 男女各２名 

共通コンバインドＢ(男女) 

走幅跳・ジャベリックボール投げ 
男女各１名 男女各２名 

共通男女混合 4×100m リレー 男女各 2 名(補欠男女各 1 名) 従来通り 

大阪の記録会等は、昨年同様、１参加団体に対する人数制限を下記の通り設けて全国大会の種目を実施し

ます。なお、今年度は 9/19~9/21 に全国大会が開催されるため、9/6 開催の第４回まで実施いたします。 

記録会回数 追加の全国大会種目(制限人数・チーム) 

第１回 コンバインドＡ・Ｂ(2 名まで) 男女混合リレー(2 チームまで) 

第２回 コンバインドＡ・Ｂ(2 名まで) 男女混合リレー(2 チームまで) 

第３回(競技会・全国予選会) コンバインドＡ・Ｂ(2 名まで) 男女混合リレー(1 チームまで)  

第４回 コンバインドＡ・Ｂ(2 名まで) 男女混合リレー(2 チームまで) 

第５回(競技会) コンバインドと男女混合リレーは実施しない。 

※コンバインドＡ・Ｂについては、参加料を１人５００円とする。 
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２．優秀賞・優良賞の設定記録の改正について 

 設定が古く、種目により、ばらつきがありましたので、基準を定め、別紙のとおり改正させていただきます。 

 

申込前の確認事項 

１．協力審判員および運営協力者について ※一部削除 

５人以上で参加するクラブは、必ず運営協力者（審判資格はいりません。審判補助の誰でもできる業務で

す。）を１名以上、１５人以上は、競技役員（日本陸上競技連盟公認審判員）を１名以上派遣し、当日

大会運営にあたること。(申し込みのエクセルデータに氏名等を入力してください。) 

登録の初年度のみ、公認審判員がいない場合は、運営協力員でも参加を認めますが、2 年目から 15 名以

上の参加チームには、公認審判員 1 名以上の選出を義務づけます。 

15 名以上の初年度登録チームは、審判資格の取得をお願いします。 

 日本陸上競技連盟公認の審判資格取得講習会は、下記の日程で開催されるので、資格を希望する指導

者は、いずれかを受講すること。詳しくは、大阪陸協ホームページを参照。(事前申し込みは必要ありません。当日

の受付時間に申し出れば受講できます。ただし大阪陸協への個人またはクラブ員の登録が事前に必要です。) 

４月１２日（日）ヤンマーフィールド長居・・・第 2 回大阪陸上競技記録会 

６月１３日（土）万博記念競技場・・・・第４回大阪陸上競技記録会(中学生) 

大阪陸協ホームページ https://www.oaaa.jp/oaaafiles/judge/judge_seminar.pdf 

 

２．チーム間の移籍について 

 過去に登録された選手で、移籍する場合は、移籍届の提出が必要になります。移籍元と移籍先、両チーム責

任者の承認が必要となりますので、勝手に移籍はできません。詳細については下記へ問い合わせてください。 

osakashoriku@gmail.com(担当：角野) 

 

３．賞状・優秀賞・優良賞の発行について ※一部削除、修正 

 (1)第３回と第５回のみ 8 位までの入賞者に賞状と 3 位までにメダルが発行されます。 

 (2)標準記録(プログラムに記載)を突破した者には、優秀賞または優良賞（以下、優秀賞等）が発行されま

す。（標準記録を突破した者は、記録会ごとに優秀賞等を受け取ることができます。） 

【優秀賞等の受け取り方法】 

(１) チーム代表者(個人)は、競技終了後にホームページ上の速報で発表された記録により標準記録突破者 

 を確認する。 

(２)チーム代表者(個人)は、本部席（表彰係）まで申し出ることにより、優秀賞等を受け取ることができま

す。なお、受け取る際は、チーム名と突破者の名前および記録を申し出ること。 

(３)発行は当日限りです。当日、申し出がなかった場合は、原則として発行できません。 

(４)白紙でお渡ししますので、氏名、記録等は、各自で記入してください。 

https://www.oaaa.jp/oaaafiles/judge/judge_seminar.pdf
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４．１５００ｍペース走について ※実施しません。 

第３回と第５回を除き、研修会で 1500m のペース走(競走しない。記録計測なし。)を実施予定です。(天候

等の条件により実施しない場合があります) 

申し込みは、朝の受付時に所定の用紙にて名簿を提出いただきます。ただし、5・6 年生で、他の種目申込者

のみとし、1500m のみの参加はできません。 

 

 

申込注意事項 

１．日程 ※中止または延期、予定 

 
 

２．申し込み方法 

 小陸研ホームページ( http://www.oaaa.jp/syogaku/ )（以後ＨＰと表記）より、申し込みフォーム「osaka-

e-entry-form2020-○(team-name)」 (エクセルデータ)を入手し、必要事項を入力後、下記アドレスに添付して

送信のこと。team-name 部分を各チーム名に変えて送信のこと。 

E-mail 送信先 osaka-e-entry@track-and-field.jpn.org 

なお、申し込みフォーム(エクセルデータ)は、パスワードを入力しないと開けませんので、わからない場合は、メールに

て、チーム名、代表者名、連絡先を明記して上記アドレスへ問い合わせてください。 

運営諸費(保険料等に充当する参加料)は大会当日、受付にて徴収します。 

個人でも参加できますが、任意のチーム名（学校名でも参加可能ですが、重複不可）での登録が必要になり

ます。申し込みフォームデータの「登録チームコード」シートにチーム名等を入力し、申込フォームの左上に仮のチームコー

ド「200000」を入力して申し込んでください。チーム名に重複がなければ、後ほど正式なチームコードを連絡します。 

 

メールにて開催案内予定(〆切約3週間前） 3月11日 水 4月1日 水 5月13日 水 6月10日 水 8月19日 水 9月16日 水

メールによる申込〆切(各日17:00まで) 4月1日 水 4月22日 水 6月3日 水 7月1日 水 9月9日 水 10月7日 水

4月7日 火 4月28日 火 6月9日 火 7月7日 火 9月15日 火 10月13日 火

4月8日 水 4月29日 水 6月10日 水 7月8日 水 9月16日 水 10月14日 水

修正〆切(17:00)※誤りの修正のみ。以後変更不可。 4月9日 木 4月30日 木 6月11日 木 7月9日 木 9月17日 木 10月15日 木

プロ編集(印刷・製本） 4月11日 土 5月2日 土 6月13日 土 7月11日 土 9月19日 土 10月17日 土

打ち合わせ会議（チーム代表者出席のこと） 4月11日 土 7月11日 土 10月17日 土

最終スタートリスト(プログラム)をＨＰに掲載 4月12日 日 5月3日 日 6月14日 日 7月12日 日 9月20日 日 10月18日 日

大会開催日 4月19日 日 5月10日 日 6月21日 日 7月19日 日 9月27日 日 10月25日 日

ＨＰに結果を掲載 4月20日 月 5月11日 月 6月22日 月 7月20日 月 9月28日 月 10月26日 月

ホームページに確認用スタートリスト掲載

2020年度　大阪小陸研　大会エントリー予定表

内容

第1回記録会

中止

第2回記録会

中止

第2回記録会

中止

第3回競技会

(全国予選)

中止

第4回記録会

9/6から延期

第5回競技会

開催予定

枚方 枚方 金岡 万博 枚方 万博

http://www.oaaa.jp/syogaku/
mailto:osaka-e-entry@track-and-field.jpn.org
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３．申し込み誤りの修正について 

 申し込み締め切り後、ＨＰに競技日程、及び確認用スタートリストをアップするので、それぞれのチームで確認

のこと。誤って記載されていれば、上記アドレスへメールにて連絡し、修正を依頼する。（上記予定表のとおり） 

あくまでも申し込み誤りの修正のみで、変更や追加、キャンセルは認めません。 

なお、修正締め切り後は、印刷しますので修正できません。ご了承のうえ、各チームの責任で充分に確認してくださ

い。また、締め切り間近では修正できない場合がありますので、余裕をもって早めに連絡願います。（１７：００

の締め切り後は、一切修正を認めません） 

 

４．申し込み用のエクセルデータについて 

(1)「osaka-e-entry-form2020-○(team-name)」（Excel データ）にて申込願います。 

(2)パソコンのエクセルのバージョンが 2003 以前の方は、開けません。メールで連絡いただければ、古いバージョン 

 のデータを送ります。パスワードは前回と同じです。 

(3)他のエクセルデータから貼り付ける場合は、値のみの貼り付けで、書体等の書式を変更しないようにしてくださ

い。 

 (4) 競技時間短縮等のため、第 3 回と第 5 回で予選と決勝のある種目を除き、記録が同レベルの選手を集

めて各組のレースを行います。（個人種目、リレー共に）したがって、申し込みのデータには、必ず自己記録

(チーム記録)を入力願います。入力のない場合は参加を認めませんので、ご協力をお願いします。 

  なお、初参加で記録がない場合は、練習等の記録、予想記録でも結構です。ただし、チーム内で同じ記録

を入力されると同じ組で隣りあわせになってしまいます。できるだけ細かく差をつけて入力願います。 

  入力例：100m・80ｍH 13 秒 45 の場合＝1345  800ｍ 2 分 58 秒 00 の場合＝25800 

      走高跳 1ｍ30 の場合＝130  走幅跳 4ｍ06 の場合＝406 

      ジャベリックボール投げ 35ｍ65 の場合＝3565 

      リレー 50 秒 45 の場合＝5045  1 分 05 秒 58 の場合＝10558 

      コンバインド 1789 点の場合＝1789 

      ※すべて半角英数で入力してください。 

(5)エクセルデータは、３つのシートに分かれています。（①大阪小陸研申込フォーム②登録チームコード③さわら 

ないで！）③はデータ処理用なのでさわらないでください。 

②の一覧表を参照して、最初に①の左上にあるセルにチームコード番号(6 ケタの数字)を入力して下さい。入

力すると自動的にチーム名等が表示されます。後は、色のついていないセルへ説明に従いデータを入力してくだ

さい。 

新規チームの場合は、シート②一番上の 200000 の行にチーム名等を入力し、シート①左上のチームコードを

200000 と入力すれば、申込フォームに反映されます。 

 

５．オープン種目等について ※全削除 

昨年同様、下記のとおり、暫定的に３年生以下をオープン参加として認めます。 

（ただし、参加が多くなり、運営に支障をきたすようなら予告なく中止にする場合がありますのでご了承願いま
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す） 

(1)３年生以下のオープン参加種目(優秀賞等の対象にもなりません） 

   種目名＝オープン１００ｍ(３年生以下） 種目コード番号＝1 

※３年生以下の１００ｍはオープン扱いですが、種目のコード番号は４年生以上と同じ、すべて「１」で

入力してください。 

４年生１００ｍもコード番号は「１」です。 

(2)リレーについて 

正規種目は下記のとおりです。 

共通リレー＝５年生・６年生 

５年生リレー＝５年生のみ 

４年生リレー＝４年生のみ 

男女混合リレー＝５年生・６年生の男子２名、女子２名で構成。(補欠は、男子１名、女子 

１名まで)ただし、第１回～第４回までの４大会のみ実施します。 

上記以外の学年で編成されたチームは、オープン参加のリレー種目となり、別のレースになります。(優秀賞

等の対象にもなりません）混在する学年でのレースになりますので、コース侵害等のないよう、充分に指導

のうえ、各チームの責任で参加願います。 

（主催者は、傷害保険適応分以外の責任は負えません） 

  ※オープンとなる組み合わせ 

例 1：４年生と３年生以下のチーム編成 

例 2：５年生と４年生以下のチーム編成 

例 3：６年生と４年生以下のチーム編成 

※種目名＝オープン４×１００ｍＲ  リレー種目コード＝441～445 

  

６．よくある間違い 

下記の入力間違いが非常に多くあります。充分確認のうえ、各チームの責任で申し込み願います。 

(1)性別の数字(男子：1 女子：2）が入力されていない。 

※未入力や誤りがあると、名前が抽出されないことや、異性の欄に出てきてしまいます。 

(2)学年に誤りがある。 

※上記同様、別の学年のところに抽出されます。 

(3)名前と苗字の間に全角 1 文字分のスペースが入っていない。 

(4)リレーのコード番号が 

  ①それぞれの学年にあっていない。 

  ②続き番号になっていない、 

  ③同じ番号が二つある。 

※枠外のコード番号表を確認しながら入力してください。 

(5)ヨミガナが入力されていない。（アナウンサーが困ります。半角カタカナで入力のこと） 
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当日の注意事項 

１．受付について ※一部修正 

 当日の受付(記録会により異なる場合がありますが、原則 8 時 30 分～9 時 00 分)運営諸費(保険料等に充

当する参加料)を受付にて支払い、チーム代表者、コーチ、引率保護者(各家族 1 名以内)の「体調管理チェックシ

ート」を提出し、「大阪コロナ追跡システム」に登録すること。プログラム(各チーム 1 部)を受け取ること。 

プログラムは、今回より配布しませんので、ホームページからダウンロードし、各チームで必要部数を印刷してください。 

なお、第 5 回のみ参加賞と胸背部につけるナンバーカードを人数分お渡しします。（他の記録会はプログラムに

ナンバーカードが記載されていますが、使用しません） 

参加者の「体調管理チェックシート」は、種目ごとにまとめて、競技開始 1 時間前までに受付へ提出してくださ

い。その際、欠場者がいる場合は、「体調管理チェックシート」の欠場に○をして提出するか、「欠場届」を提出のこ

と。1 次コールのかわりになりますので、提出がないと参加できません。 

 

２．リレーのオーダー記入(又はオーダー表提出)について ※全削除 

競技日程(ホームページ、プログラムに記載)にオーダー記入(又はオーダー表提出)の〆切時間を記載しますので、

その時間までにリレーのオーダーを記入(又は提出)すること。オーダー記入(又は提出)のないチームは参加できませ

ん。(又はオープン参加となり、決勝へは進出できません) 

オーダー記入用紙は、受付の横に貼りだします。（又はオーダー表を招集場所に提出） 

 

３．コールについて ※全修正 

 各競技のコール時間に 1 分でも遅れた場合は参加できません。プログラム、ホームページに記載している時間を

把握し、遅れないように注意のこと。（遅れた場合は、オープン参加となり、表彰等の対象から外れます） 

今回は、すべて現地コールですが、競技開始の 1 時間前までに「体調管理チェックシート」を受付に提出してくださ

い。1 次コールの代わりになりますので提出がないと参加できません。欠場の場合も「体調管理チェックシート」の欠

場に〇をして提出するか、「欠場届」を提出してください。（密を避けるため、各チームで種目ごとにまとめて提出の

こと） 

現地コールは、スタート地点に競技開始の 10 分前までに集合し、コールを受け、係の指示に従ってください。どちら

も 1 分でも遅れると参加できません。 

密を避けるため、同一種目内でも、おおよそ 4 レースごとに細分して開始時間、現地コール〆切時間を定めます。

申し込み締め切り後にプログラムへ明記しますのでご注意ください。 

 

４．腰ナンバーカードについて ※一部削除 

腰ナンバーカードは、縦１２㎝～１５㎝・横１７㎝～２０㎝の白い布に１～８の数字（太い黒文字）を書いた

ものです。 

１００ｍ・８００ｍ・ハードル・リレーのアンカーに着用が義務付けられています。（８００ｍの９以上はコール場所で

渡します。フィールド種目には必要ありません。） 
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走るレーン（１～８）に合わせてランニングパンツ等の右腰に 1 枚、安全ピン等でつけていただきます。(コール場所でチ

ェックします） 

これは、写真判定装置にて、走っているレーンを判断するためのものです。 

第３回と第５回は決勝、それ以外の記録会では優秀記録挑戦レース(5・6 年別男女とも 3 レースずつ）に出場した

場合は、当日にならないとレーンがわからないので、各チームとも 1~8 の腰ナンバーカードを数枚ずつ用意すること。（当

日書けるように白布を用意でも可） 

当日販売しているのは、白布 8 枚と安全ピン 4 本で 300 円です。数字は各自記入していただきますので、黒マジック

が必要です。  

 

５．競技の服装について 

競技の服装は自由ですが、運動のしやすい服装、ランニングシャツ、ランニングパンツ又は学校の運動服等で参加の

こと。 

ただし、腰ナンバーカードが隠れて見えなくならないように上着はパンツの中に入れること。 

 

６．記録証について 

 参加者全員に記録証を発行します。(記録は各自で記入) 

記録会当日、アナウンスがされ次第、指定された場所まで、出場人数分を取りに行くこと。 

 

７．優秀記録挑戦レースについて ※実施いたしません。 

 記録会における優秀記録挑戦レース(3 レース)に参加できる選手は 24 名とし、他府県の参加者は最大 8 名

までとする。(第３回、第５回除く)  

 

８．競技場でのマナーについて ※一部削除 

 (1)各競技場（万博記念・金岡・枚方・服部）で出たゴミは、各チーム、個人で持ち帰ってください。各競技場

ともゴミ箱は設置されていませんのでゴミ袋を用意するなど、各チームの代表者が責任をもって指示、徹底をお願い

します。 

(2)写真(ビデオ）撮影についてのお願い 

昨今、悪質な写真(ビデオ）の盗撮が横行しています。子ども達をこれらの被害から守るために、本大会中、撮

影が許可されるのは、下記の場合に限ります。（撮影中に上記に該当するか、確認する場合がありますので、ご

協力ください。） 

 ①大会運営本部より許可され、腕章(ゼッケン・記章など）を着けたカメラマン。 

 ②大会出場チームの代表者 

 ③出場選手の保護者(チームの目印が必要） 

 ④大会事務局 

 また、他の競技者も映っている競技中の動画を YouTube などのインターネット上にアップロードする場合は、個

人情報保護の観点から、非公開動画又は限定公開動画としてアップロードし、他のチーム、個人に迷惑のかから
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ないよう厳守願います。 

(3) テントを張る場合は、安全に留意する事。（風にあおられて支柱が飛び、ケガ人がでています。各チームで充

分ご注意下さい。）※禁止します。 

(4) スタンドでの応援は、着席して行ってください。柵の前に立っての応援は、後ろの方に迷惑になるので、絶対におやめ

ください。 

(5) スターターの合図のあとは、応援をやめて静かにしてください。選手が聞こえなくなり、進行の妨げになります。 



大阪小学生陸上運動研究協議会　主担競技会　新型コロナウィルス感染拡大防止対策

　右端の  S・・・ スポーツ庁・日本スポーツ協会「感染拡大予防ガイドライン」

ほか、ほぼ全てのガイドラインやマニュアルにあてはまる。

連・・・ 日本陸連「競技会運営ガイダンス」より

協・・・ 大阪陸協「競技会運営マニュアル」より

府・・・ 「大阪府における感染拡大予防に向けた取組み」より

教・・・ 大阪府教育庁「新型コロナウイルス感染対策マニュアル」より

中・・・ 大阪中体連「部活動再開に関する注意事項」等より

陸・・・ 北河内中体連陸上競技部で決めようとしているもの。

マスクについては新たな厚労省からの注意（熱中症対策）に変更。

【１】競技者および保護者の皆様へ　＜競技会要項と同時に周知＞

『大阪陸協主催競技会への小学生参加注意事項』

01 陸

02 連

03 連

04 府

(事前に登録いただくと、スムーズに入場できます。）

05 連

　下記、それぞれの関係団体から出されているガイドラインに従い、大阪小学生陸上運動研究協議会としての感染

防止対策を定め、実施いたします。

　参加される競技者におかれましても、各自の責任で参加し、感染防止対策を自ら行っていただくとともに、感染防

止対策による指示等については、ご理解の上守っていただきますようご協力をお願いします。

　原則、無観客で実施します。競技場内及びスタンドに入れるのは、競技者・競技役員

(審判)・チーム代表、監督、コーチ等及び引率保護者のみです。(引率の保護者は1家族

　会場までの往復移動時も大人数での移動を避け、できるだけ少人数での移動をお願い

します。

保護者引率で出場２時間前～1時間前に来場し、競技終了後は速やかに退場をお願

代理引率者の場合は、チーム代表者の承諾を得てください。

いします。（開門時間は、8時30分の予定です。）

1名以内）

　競技会前1週間における体温、体調、身近な知人の感染者等を記載した別紙の「体

調管理チェックシート」を来場後にチーム代表者に提出してください。

　また、このシートに終了後２週間も記入しておき、１ヶ月は保管しておいてください。

　各チームの代表者、コーチ、引率保護者がスタンドに入場する場合は「体調管理チェック

シート」の提出が必要です。

また、「大阪コロナ追跡システム（ＱＲコード）」に登録してください。

ので、再入場の際は提示願います。

スタンドへの入口は、１ヶ所になります。許可者には「スタンド入場許可証」をお渡しします

（スタンドに入る場合は、引率保護者も「体調管理チェックシート」の提出が必要です。）

1



06 Ｓ

07 Ｓ

08 Ｓ

09 Ｓ

10 Ｓ

11 Ｓ

12 Ｓ

13 連

14 Ｓ

15 Ｓ

16 Ｓ

17 Ｓ

18 陸

19 S

※ 新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため、急に（前日や競技 協

　会途中でも）延期または中止する場合があります。

【２】参加チーム代表者の皆様へ　＜競技会要項と同時に周知＞

01 陸

02 府

03 Ｓ

　競技者・引率保護者、競技役員のみに控え場所としてスタンドを開放しますが、ソ

　以下の場合は、参加を見合わせてください。

ーシャルディスタンスを確保してください。

　ウォーミングアップは密集を避け、できるだけ個別に行ってください。(バック走路使用可）

　招集は全種目、競技開始の１０分前に現地コールとします。並ぶ場合もソーシャルデ

ィスタンスを確保してください。

　競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに

チーム代表者を通して、濃厚接触者の有無も含めて、競技会・総務に連絡してください。

　ゴミは必ず持ち帰ってください。

　飲みきれなかったスポーツドリンク等も捨てないで、持ち帰ってください。

・発熱や風邪症状等、軽度であっても体調がよくない場合。（状況によっては発熱者を

　体温計等で特定し、入場を制限することがあります。）

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

　等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。

　マスクを持参し、会場内では原則マスクを着用してください。競技者も運動時以外

は原則マスクを着用してください。ただし気温が高い日は熱中症対策として、屋外で

人との距離を十分に（２ｍ以上）とり、マスクをはずしてください。

　更衣室(シャワー)は使用できません。

　こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒など、可能な限りの感染症対策をした

うえで参加してください。

　手洗い後のマイタオルを持参してください。

　来場前と退場前（競技終了後）には必ず手洗いかアルコール等での手指消毒を行っ

てください。

　15名以上の参加チームは、原則１名以上の公認審判を選出願います。

今回は、コロナ対策により運営協力員なしで実施しますので、できるだけ多く審判を選出願

　「大阪コロナ追跡システム（ＱＲコード）」に登録してください。

　競技会前1週間における参加競技者全員および代表・コーチ・引率保護者等の体温、

体調、身近な知人の感染者等を記載した『体調管理チェックシート』を受付にまとめて提出

厳重にチェックしてください。守れない場合は、退場いただきます。

　会場内全ての場所でテント、シート等による場所取りは禁止します。個別に２ｍ以

上の間隔を空けて待機してください。

　会場内で、大きな声での会話や応援、集団応援は禁止します。

います。

してください。「体調管理チェックシート」の提出のないものは一切スタンドに入れないよう、

2



04 Ｓ

05 連

06 Ｓ

07 Ｓ

08 連

09 Ｓ

10 Ｓ

11 Ｓ

12 連

【３】主担（大阪小学生陸上運動研究協議会）側　準備および注意事項

01 府

02 連

03 協

04 Ｓ

05 Ｓ

06 協

07 陸

08 連

09 連

10 Ｓ

11 中

12 Ｓ

13 Ｓ

でに受付(正面入口北側)へ提出のこと。1次コールの代わりになります。提出がないと参加

競技者用のチェックシートは、各種目ごと(男女、学年別)にまとめて競技開始の1時間前ま

（体調管理チェックシートは、「競技者用」「審判用」「チーム代表等用」の3種類あります。）

できません。当日欠席で、チェックシートがない場合は、「欠場届」を提出してください。

する場合は、使用者が変わる度に消毒を行ってください。

　チーム代表者、コーチ、競技役員、引率保護者の控え場所としてスタンドを開放しま

すが、ソーシャルディスタンス（２ｍ以上）を確保してください。

　会場での集団ミーティングは自粛をお願いします。

　競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、必ず競技

部署別集合時間・場所をお知らせします。

　会場内では原則マスクを着用してください。ただし気温が高い日は熱中症対策とし

て、屋外で人との距離を十分に（２ｍ以上）とり、マスクをはずしてください。

　チーム代表者、コーチ等も大きな声での指示や応援は禁止します。

　競技役員も大きな声を出さないように注意してください。拡声器や通信機器を利用

　競技会当日朝、競技役員全員での打合せは行いません。役員受付でプリント配布か

　当日の参加者名・年齢・住所・連絡先一覧表を用意しておいてください。提出は不

要ですが、有事の際は本部に提出を求める事もあります。

　プログラム編成について・・・

　「大阪コロナ追跡システム（ＱＲコード）」を導入する。競技場入口、スタンド入口等に

ＱＲコードを掲示する。

　６５歳以上の競技役員には委嘱しないことが望ましい。

　運営協力員は一切依頼せずに、全て競技役員で行う。

　換気設備を適切に運転し、30分に１回は窓を開けて外気を取り入れる等換気を行う。

会本部・総務に連絡してください。

　競技会終了後２週間以内に、競技者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合は

出場種目を、引率保護者が発症した場合はスタンド座席・時間帯を大阪小学生陸上運動

研究協議会ＨＰで公表します。

目印の設置等を行う。

　複数の競技者がよく触れるトイレのドアノブや水洗レバーは、こまめに消毒を行う。

　プログラムに競技開始時間と現地コール時間を記載する。

　競技開始時間は１０分毎（100mでも最大４組を10分毎）を目途に記載する。

　総務・・・提出を求めた『体調管理チェックシート』等を１ヶ月間は保存しておく。

　出発係・・・現地コール場所で密を避けるように競技者に注意を促す。

　出発係競技役員・・・練習やスタート・試技待ちの競技者が距離をおいて並べるように

・100mのみとし、いつも通り８名で記録別の組編成を行う。

　マーシャルの人数をできるだけ増やし、注意事項がきちんと遵守されているか会場内を

定期的に巡回・確認する。

　マーシャル・・・終了後の競技者を手洗い場にすすめ、すぐに退場（帰宅）するように

促す。
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14 陸

15 協

16 Ｓ

17 Ｓ

18 連

19 連

20 連

　競技会終了後２週間以内に、競技者・保護者、競技役員が新型コロナウイルス感染

症を発症した場合は、ＨＰで公表すると共に濃厚接触の可能性がある者に連絡する。

　競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症が発症した場合は、大阪陸協

事務局を通して日本陸連『新型コロナウイルス感染対策本部』に連絡する。

　トイレには「ふたを閉めてから水を流す」ように掲示を行う。

　手洗い場に「手洗いは３０秒以上」等の掲示を行う。

　手洗い場全てに石鹸（ポンプ式）とペーパータオルを用意する。

　共有用器具やドアノブ・トイレ消毒用にアルコール消毒液を用意する。

　医務員・・・競技会中（競技終了後）に発熱や風邪症状等の体調不良者を把握した

場合は、すぐに引率保護者に連絡し帰宅させるが、重症者用に他者と接触を避ける部

屋も用意しておく。
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2020/9/27

競技者
引率保護者(各家族1名以内)

※参加しない兄弟等も不可

チーム代表者・コーチ等

※審判と重複の場合は代理
審判

8:30開門予定 8:30開門予定 8:30開門予定 （8:00　理事集合）

　⇩ 　⇩ 　⇩ 9:00　審判集合(手指消毒)

競技開始の2時間～1時間前に会場に 競技開始の2時間～1時間前に会場に 手指消毒 　本部室から入場し、「体調管理チェック

到着(個別集合) 到着(個別集合) 　⇩ 　シート」、審判手帳を審判受付へ提出

　⇩ 　⇩ 「体調管理チェックシート」を受付へ提出 　⇩

手指消毒 手指消毒 大阪コロナ追跡システムへ登録し、「スタ 9:15　各パートごとに打ち合わせ

　⇩ 　⇩ ンド入場許可証」を受け取り、指定された 　⇩

直接、指定されたスタンドの席へ 「体調管理チェックシート」を受付へ提出 スタンドへ(再入場に際は提示） 大会準備

　⇩ 大阪コロナ追跡システムへ登録し、「スタ 　⇩ 　⇩

「体調管理チェックシート」をチーム代表者 ンド入場許可証」を受け取り、指定された 8:30～9:00　参加料を受付へ 10:00　競技開始(審判業務)

へ提出 スタンドへ(再入場に際は提示） 　個人の場合は、競技開始の2時間～ 　⇩

　⇩ 　⇩ 　1時間前に大会本部へ 各担当終了後、手指消毒し、速やかに

各自の時間でウォーミングアップ 競技終了後、手指消毒し、速やかに退場 　⇩ 退場

(バックストレッチと体育館横練習場を 競技者から「体調管理チェックシーート」を

開放) 受け取り、各種目ごとにまとめ、競技開始

　⇩ の1時間前までに受付に提出(遅れた場合

競技開始の10分前に現地コール は参加できません。)

　遅れた場合は参加できません。 　⇩

　係の指示に従い、ソーシャルディスタンス 9:30　チーム代表打ち合わせ

　を保って待機 　⇩

　⇩ 各種目終了後、結果速報(ホームページ)

競技 を確認し、優秀賞等の該当者があれば、

　⇩ 本部で賞状を受け取る。(貼り出しなし)

レース後トラックを3/4周し、スタート地点で 　⇩

荷物をもってスタンドへ帰り、手指消毒し、 チーム全員の競技が終われば、手指消毒

速やかに退場 し、速やかに退場

第4回大阪小学生陸上競技記録会　行動チャート表
※チーム代表者より競技者、引率保護者、コーチ、選出審判に責任をもって周知のこと
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枚方市立陸上競技場　会場案内図（コロナ対策動線）

スタンド入口(１ヶ所)

受付

ウォーミングアップ可

ゴール後の動線
レース後トラックを3/4周
歩いてスタート地点へ行き
荷物をもってスタンドへ

通行止

１００ｍ現地コール場所

競技場内への出入りは
この階段」からのみです。

通行止

通行止



大阪記録・優秀賞P5

※ジャベリックボール投げは、2016年全国大会以降の新規格

種目 記録 氏名 所属 年・会場 優秀賞 優良賞
１００ｍ 11秒73 山本　慎吾 島本ジュニア陸上教室 1997・鴻ノ池 12秒90 14秒10
８００ｍ 2分16秒08 寺澤　大地 吹田ジュニア 2015・万博 2分28秒00 2分38秒00
８０ｍＨ 12秒35 重村　波也斗 ひらかたＫＳＣ 2018・鴻ノ池 13秒30 13秒80
４００ｍR 48秒95 2017・鴻ノ池 53秒30 56秒00
走高跳 1ｍ47 東　直輝 ひらかたＫＳＣ 2011・鴻ノ池 1ｍ30 1ｍ25
走幅跳 5ｍ44 井本　充 東中川 1985・長居 4ｍ40 4ｍ00
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 59ｍ49 塚本　聖 岸部第二小学校 2017・万博 49ｍ00 45ｍ00
コンバインドA 2136点 鰺坂　勇介 ひらかたＫＳＣ 2019・万博 2100点 1900点
コンバインドB 1956点 森本　裕介 吹田ジュニア 2019・枚方 1900点 1700点

種目 記録 氏名 所属 年・会場 優秀賞 優良賞
１００ｍ 12秒8(手) 山本　慎吾 島本ジュニア陸上教室 1996・万博 13秒80 15秒10
８００ｍ 2分22秒84 佐藤　広崇 阪南グラスホッパーズ 201・万博 2分39秒00 2分49秒00
８０ｍＨ 13秒47 今西　一輝 大教SC 2014・万博 15秒00 15秒50
４００ｍR 53秒66 2015・金岡 57秒40 1分01秒10
走高跳 1ｍ33 小林　直也 条東 1989・長居 1ｍ20 1ｍ15
走幅跳 4ｍ84 勝田　寛 なにわジュニアAC 1990・万博 4ｍ00 3ｍ70
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 52ｍ52 シソン　頼行 陸王クラブ 2016・万博 43ｍ00 39ｍ00
コンバインドA 設定なし 設定なし
コンバインドB 1083点 西田　準平 ひらかたＫＳＣ 2019・万博 設定なし 設定なし

種目 記録 氏名 所属 年・会場 優秀賞 優良賞
１００ｍ 13秒86 井原　琉翔 陸王クラブ 2019・万博 14秒60 15秒90
４００ｍR 58秒34 2019・万博 1分00秒50 1分04秒20

種目 記録 氏名 所属 年・会場 優秀賞 優良賞
１００ｍ 12秒7(手) 天野　やよい 五条 1985・長居 13秒80 14秒80
８００ｍ 2分18秒58 高松　望ﾑｾﾝﾋﾞ 万博AC 2009・万博 2分32秒00 2分42秒00
８０ｍＨ 12秒87 鹿島　日雅里 WWJr.高槻 2003・国立 13秒80 14秒80
４００ｍR 52秒30 2019・服部 54秒80 58秒30
走高跳 1ｍ41 梶屋　千春 ひらかたＫＳＣ 2016・万博 1ｍ25 1ｍ15
走幅跳 4ｍ94 田中　杏奈 ひらかたＫＳＣ 2012・枚方 4ｍ10 3ｍ80
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 47ｍ96 河野　桃々 ジャンピングゲート 2018・万博 41ｍ00 31ｍ00
コンバインドA 2037点 小川　優里 ど根性ひらかた 2019・万博 2000点 1800点
コンバインドB 1735点 水井　仁瑚 アスリートネット 2019・万博 1700点 1500点

種目 記録 氏名 所属 年・会場 優秀賞 優良賞
１００ｍ 13秒27 波江野　夏帆 なにわジュニアAC 2015・鴻ノ池 14秒30 15秒60
８００ｍ 2分27秒79 高松　望ﾑｾﾝﾋﾞ 万博AC 2008・金岡 2分52秒00 3分02秒00
８０ｍＨ 13秒73 妹尾　千里 ＨＲＪ 2017・万博 15秒60 16秒10
４００ｍR 56秒73 2005・金岡 59秒00 1分02秒50
走高跳 1ｍ34 梶屋　千春 ひらかたＫＳＣ 2015・枚方 1ｍ15 1ｍ10
走幅跳 4ｍ32 高宮　ひかり 泉州アップル 2018・紀三井寺 3ｍ90 3ｍ60
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 36ｍ58 福居　彩華 貝塚ランニングクラブ 2017・万博 35ｍ60 24ｍ60
コンバインドA 設定なし 設定なし
コンバインドB 設定なし 設定なし

種目 記録 氏名 所属 年・会場 優秀賞 優良賞
１００ｍ 14秒02 島田　幸羽 なにわジュニアAC 2017・金岡 14秒90 16秒20
４００ｍR 59秒74 2004・万博 1分02秒50 1分06秒00

種目 記録 年・会場 優秀賞 優良賞
男女混合４００ｍR 51秒78 2019・日産 53秒20 55秒50

島本ジュニア（加地・佐古井・中村・松原）

大阪小学生記録　及び　優秀賞・優良賞授与基準
2020年8月19日現在

６年男子

コスモAC（正井・白石・中村・志賀）

５年男子

なにわジュニアAC（中村・菅沼・山中・東田）

４年男子　※100mは2015年よりの記録

ジャンピングゲート(姫野・島内・稲田・北山）

６年女子

なにわジュニアAC(吉村・島田・上村・ｸﾘﾌﾞﾏｲｻ）

５年女子

　osaka-e-entry@track-and-field.jpn.org

４年女子　※100mは2015年よりの記録

島本ジュニア（伊藤・佐古田・中村・松原）

男女混合　※2019年より

チーム名(メンバー）
吹田ジュニア(小川・大前・細谷・小林)

※判明している記録を掲載しています。上記以上の記録があると思われる方は、下記までメールで連絡願います。
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