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平成 30 年 6 月一部変更 

大阪小学生陸上運動研究協議会 

 

申し込みにあたって 
大会運営上の都合によりシーズン途中や大会当日に変更する場合がありますので、予めご了承願います。 

 

申込注意事項 

１．集計システムの変更について 

平成 30年度より、大阪陸協が推奨し、全国レベルの大会で採用されている「ＭＡＴシステム」

を採用して大阪小陸研の大会を開催することになりました。 

つきましては、以前からの申し込み用エクセルデータも一部変更になりましたので、充分注意

して間違いのないように申し込み願います。なお、下記の通りの予定で受付しますが、初めての

システムにつき、シーズン途中で変更する場合がありますので、予めご了承願います。 

また、システム変更に伴い、以前までのように複数のリレー参加があった場合、リレーチーム

名が詳細に記載できなくなります。（ＡＢチームなど）複数でも同じチーム名になりますので、

ご了承願います。 

変更点(いずれも申し込み用エクセルデータに詳細を記載しています) 

（１）800mの種目コードが「800」から「8」に変更 

（２）チームコードの入力が必要になりました。 

 
 

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-form2018(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

大会開催日 4月21日 土 5月13日 日 6月17日 日 7月15日 日 9月9日 日 11月3日 祝

メールにて各チームに開催案内(大会約５週間前） 3月18日 日 4月8日 日 5月13日 日 6月10日 日 8月5日 日 9月30日 日

メールによる申込締め切り(各日17:00まで) 4月8日 日 4月29日 日 6月3日 日 7月1日 日 8月26日 日 10月21日 日

4月11日 水 5月2日 水 6月6日 水 7月4日 水 8月29日 水 10月24日 水

4月12日 木 5月3日 木 6月7日 木 7月5日 木 8月30日 木 10月25日 木

修正締め切り(17:00)※誤りの修正のみ。変更不可。 4月13日 金 5月4日 金 6月8日 金 7月6日 金 8月31日 金 10月26日 金

プロ編集(印刷・製本） 4月14日 土 5月5日 土 6月9日 土 7月7日 土 9月1日 土 10月27日 土

打ち合わせ会議（チーム代表者出席のこと） 4月14日 土 7月7日 土 10月27日 土

最終スタートリストをＨＰに掲載 4月15日 日 5月6日 日 6月10日 日 7月8日 日 9月2日 日 10月28日 日

ＨＰに結果を掲載 4月22日 日 5月14日 月 6月18日 月 7月16日 月 9月10日 月 11月4日 日

ホームページに確認用スタートリスト掲載

平成30年度　大阪小陸研　大会エントリー予定表

第1回記録会 第2回記録会 第3回記録会
第4回記録会
(全国予選）

第5回記録会
第6回記録会
(競技会）

金岡 枚方 金岡 万博 枚方 万博

内容

http://www.oaaa.jp/syogaku/
mailto:osaka-e-entry@track-and-field.jpn.org
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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。申し込みフォームにチーム名を入力して申し込んでください。重複がなけれ

ば、後ほどチームコードを連絡します。 

 

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、及びスタートリストがアップされるので、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(6月より一部変更) 

(1)「osaka-e-entry-form2018(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 4回と第 6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 

      ※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 

に指示に従いデータを入力してください。 

新規チームの場合は、一番上の 200000の行にチーム名等を入力し、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。 
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５．オープン種目等について 

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。 

６年生リレー＝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 

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 

  ※オープンリレーに参加する者は、時間の関係上、当日受付の１５００ｍ(第 4回・第 6回を 

除く)に申し込みすることはできません。 

 

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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７．協力審判員および運営協力者について 

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。) 

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、平成 31 年度より 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る予定なので、今年度中に審判資格の取

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１５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１６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  http://www.oaaa.jp/pdf/shinpan_kosyu.pdf 

 

８．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) 

 

 

当日の注意事項 

１．受付について 

 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、プログラム(各チーム 1部)を受け取ること。 

ただし、第 4 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） 

 

２．リレーのオーダー記入(又はオーダー表提出)について 

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すること。オーダー記入のないチー

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。 

 

３．コールについて 

 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） 

http://www.oaaa.jp/pdf/shinpan_kosyu.pdf


5 

 

 

４．腰ナンバーカードについて 

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。） 

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 4 回と第 6 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．賞状(優秀賞・優良賞含む)について 

 第 4回と第 6回のみ 8位まで賞状とメダルが発行されます。 

また、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の賞状が発行され

ます。競技終了後、速やかに発行するので、本部席まで代表者が取りに来ること。ただし、２回

目以降は、前回の記録更新で発行します。 

なお、発行は当日限りです。当日、取りに来られなかった場合は、原則として再発行できませ

んので注意のこと。 

 

８．優秀記録挑戦レースについて 

 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 4回、第 6回除く)※平成 29年度より一部改正 

 なお、システム変更に伴い、平成 30年度より、記録順ではなく、ランダムな組み合わせになり

ます。 

 

９．競技場でのマナーについて 

 (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  
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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。（平成 30年度より万博競技場もゴミ収集場所の使用

ができなくなりました。） 

(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。） 

(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「位置について」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。 


