第２９回南部忠平記念陸上競技大会要項
１

主

催

一般財団法人北海道陸上競技協会、北海道体育協会、北海道新聞社、
北海道文化放送 、道新スポーツ

２

共

催

３

主

管

４

後

援

北海道、札幌市
一般財団法人札幌陸上競技協会
公益財団法人日本陸上競技連盟、北海道中学校体育連盟、北海道小学校長会、
札幌市体育協会、一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団

５

協

賛

ＶＯＬＵＭＥ

６

協

力

スカイマーク

７

日

時

平成２８年７月１０日（日）９：００競技開始（７：３０開場）

８

場

所

厚別公園競技場
〒００４－００３３

札幌市厚別区上野幌３条１丁目２番１号

（ＴＥＬ:０１１－８９４－１１４４）
９

種

目

男子
１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１１０ｍＨ、４００ｍＨ、
棒高跳、走幅跳、三段跳、やり投
女子
１００ｍ、４００ｍ、１００ｍＨ
走幅跳、やり投
※小中学生種目は「別記Ⅰ北海道内小中学生要項」参照のこと。
１０

参加資格（参加要領）

（１） ２０１６年度日本陸上競技連盟登録競技者であること。
（２） 出場者は標準記録により公募する。ただし出場者が設定するエントリー数を超えた
場合は出場をお断りする場合がありますのでご了承ください。
（３） 公募結果が少人数の場合は北海道陸協推薦選手を招聘する。またその種目を実施し
ない場合もある。その場合は追って連絡いたしますのでご了承ください。
（４） 招待選手は北海道陸協が協議のうえ決定し招聘する。
（５） 参加標準記録
〔男子種目〕
100m(10”81),200m（21”75）,400m（48”99）,800m（1’56”77）,110mH(14”71)
400mH(53”95),走幅跳(7M24),三段跳(14M08),棒高跳(4M60), やり投(62M04)
〔女子種目〕
100m(12”44), 400m（58”31）, 100mH(14”62) , 走幅跳(5M51),やり投(44M36)

１１

競技規則

２０１６年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定による。

１２

参加料（一般種目）
（１）1 種目１５００円、２種目２０００円、ナンバーカード代３００円
（２）招待選手は無料（交通費・宿泊費などは別途提示する）

１３

申込方法
２０１５・２０１６年度の公認記録が参加標準記録を突破した選手は北海道陸協ホーム
ページ掲載の「一般申込書（様式１）」をダウンロードし必要事項を入力しエントリー
アドレス nanbu_entry201６@outlook.jp に添付し送信すること。その際、標準記録突
破記録、突破した大会名、開催日、開催会場・、最近の記録、大会名を明記すること。

１４

申込受付
薦通知日から６月８日（水）迄に 必着（厳守）

１５

個人情報取り扱いについて
（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順守し個人情報
を取り扱う。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上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、共催者が承認した第三者が大会
運営及び宣伝等の目的で、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。

１６

ドーピングコントロール
１．国際陸上競技連盟ドーピング防止規則もしくは日本ドーピング防止規程に基づいて行
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。
２．未成年競技者親権者か らのドーピング検査に 対する同意書の取得。
２０１５ 年 １ 月１ 日より、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、及び日本アンチ・
ドーピング規程が改定され、未成年（２０ 歳未満）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事が必要となりました。
①本大会に参加する未成年者は、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、携帯する必要があります。同意書は http://www.jaaf.or.jp/pdf/doisho.pdf か
らダウンロード出来ます。
②未成年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
（大会医事代表）に提出する必要があります。提出は未成 年時に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 に申し出て下さい。会場に おいて、原本の提出がなくとも、検査は行われますが、
検査後 ７日以内に日本陸連事務局に原本を提出する必要があります。

１７

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“治療目的使用に係る除外措置（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ウェブサイト
（http://www.jaaf.or.jp/medical/index.html）、 又は日本アンチ・ドーピング機構ウェブサイト
（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。

１８

その他
（１）招待選手は北海道陸協が決定する。
（２）宿泊の斡旋は道新観光にて行います。
【道新観光】札幌市中央区大通西３丁目６
電話０１１－２４１－６４０１

道新ビル北１条館１階

ＦＡＸ０１１―２４１―６４０５

（土・日・祝日を除く９:３０～１８:００）
宿泊はＡランクとＢランクがあります（いずれも一泊朝食付き）。斡旋を希望する
方は、直接上記「道新観光」にお申し込みください。
【申し込み締め切り】６月２４日（金）
Ａランク：ホテルエミシア札幌
９日（土）１８,３６０円、１０日（日）１４,０４０円
Ｂランク：ホテルパールシティ札幌
９日（土）･１０日（日）９,０８０円
※部屋数に限りがありますので満室になり次第、お断りする場合があります。
Ａランクは招待選手が優先となります。
（３）招待選手の交通費及び宿泊費（いずれも実費）は主催者が負担し、日当（食事代を
含む／別途提示）も支給します。宿泊は原則１泊２日分です。航空券・宿泊は「道
新観光」が手配するので該当者に送る。「南部招待選手航空券宿泊申込書」に必要
事項を入力しＦＡＸ ０１１-２４１-６４０５に６月２４日（金）までにご返信くだ
さい。
（４）競技中に発生した事故についての応急処置は主催者で行うが、それ以降は責任を負
わない。
（５）大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インター
ネット上において画像や動画を配信することを含む）を禁止する。
（６）ナンバーカード・プログラム及び旅費等は７月９日（土）１０時から札幌厚別公園
競技場エントランスホールにてお渡しする（受け取りの際に招待選手の印鑑が必要
になる）。
（７）大会前日７月９日（土）は厚別競技場本競技場を開放する（午前１０時から午後６
時）。やり投げの練習も可能である。補助競技場は使用できない。
（８）役員・審判員は第１・２駐車場に駐車すること。その際、審判手帳もしくは公認審
判員証（緑色）が必要となるので忘れずに持参すること。審判員以外の一般の方の
駐車場は用意しておりませんのでご了承願います。
１９

入場料

無料

２０

棒高跳び用「ポール」・やり投用「やり」の輸送について
《送り先》札幌厚別公園競技場
〒004-0033 札幌市厚別区上野幌 3 条 1 丁目 2 番 1 号（TEL：011-894-1144）
《返

２１

送》７月９日（土）の受付時に連絡する。

問い合わせ先
大会事務局（北海道陸上競技協会／担当：足立

亨）

〒003-0026 札幌市白石区本通 5 丁目南 4 番 11 号 KJ ビル 3 号棟 2 階 205 号室
電話：011-598-7407

FAX：011-598-7408（土・日・祝を除く 9:00～18:00）

別記Ⅰ
Ⅰ

種

北海道内小中学生要項

目

＜中学生種目＞
男子１００ｍ（各陸協２名）、３０００ｍ（各陸協２名＋道推薦５名）
４×１００ｍR
女子１００ｍ（各陸協２名）、３０００ｍ（各陸協２名＋道推薦５名）
４×１００ｍR
＜普及種目（小学５・６年生）＞
男子１００ｍ（各陸協２名）、１５００ｍ（各陸協２名）
、走幅跳（各陸協１名）
４×１００ｍR
女子１００ｍ（各陸協２名）、

８００ｍ（各陸協２名）、走幅跳（各陸協１名）

４×１００ｍR
Ⅱ

参加資格
小学生（５・６年生）及び中学生の出場者は加盟陸協の推薦選手とする。

Ⅱ

申込方法

申し込み締切 薦通知日から６月１３日（月）迄に 必着（厳守）

中学生
参加選手をとりまとめ、各加盟陸協の責任において北海道陸協ホームページ掲載の
「中学生申込様式２」をダウンロードし、必要事項を入力のうえ南部陸上エントリー
アドレス nanbu_entry201６outlook.jp に添付し送信すること。
小学生
参加選手をとりまとめ、各地方陸協の責任において北海道陸協ホームページ掲載の
「小学生申込様式２」をダウンロードし、必要事項を入力のうえ南部陸上エントリー
アドレス nanbu_entry201６@outlook.jp に添付し送信すること。
400mＲ
参加選手をとりまとめ、各地方陸協の責任において北海道陸協ホームページ掲載の
「小中学生リレー申込様式３」をダウンロードし、必要事項を入力のうえ南部陸上エ
ントリーアドレス nanbu_entry201６@outlook.jp に添付し送信すること。
※小学校大会が終了していない場合も 6/13 の締め切り日までに申し込みを行う。
その後の小学校大会の結果において追加変更が生じた場合は大会終了日に変更内容を
メールで速やかに知らせること。
Ⅲ

参加料

Ⅳ

その他

無料

（１）各加盟陸協の責任において選手の引率を行うこと。
（２）小中学生選手の交通費、宿泊費、昼食代は自己負担（陸協負担）とする。バス・宿泊
所の手配は各陸協ごとに行う。
（３）ナンバーカード・プログラムは７月９日（土）１０時から厚別公園競技場会議室（記
録室向かい側）で配布する。
（４）大会前日７月９日（土）は厚別公園競技場補助競技場を開放する（午前１０時から午
後６時）。トラック練習は種目ごとに決められたレーンにて練習すること。本競技場
は使用できない。
Ⅳ

問い合わせ先
大会事務局（北海道陸上競技協会／担当：足立
〒003-0026

亨）

札幌市白石区本通 5 丁目南 4 番 11 号 KJ ビル 3 号棟 2 階 205 号室

電話：011-598-7407

FAX：011-598-7408

（土・日・祝日を除く 9:00～18:00）

