
      　　　  （競技会コード：2116004）

　  男子　100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、10000m、110mH、400mH、3000mSC、5000mW、4×100mR、4×4000mR

　　　  　走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投、十種競技

  　女子　100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、100mH、400mH、3000mSC、5000mW、4×100mR、4×400mR、

　　　  　走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投、七種競技

　    ※ 少年国体種目と高校男子投てき種目をオープンの扱いで実施する。その際、高校男子投てき種目につ

　　     いては3回の試技とする。なお、それぞれの種目において優勝しても選手権者とはならない。

　　     また、8位以内入賞者としての北陸選手権への出場権も生じない。

　　   　少年国体種目(出場資格は国体出場資格と同様とする。)：少年男子B3000ｍ、

　　　   少年男子B砲丸投（5.0㎏）、少年男子共通110ｍJH(0.991/9.14)、 少年女子A3000ｍ、

　　　   少年女子B100ｍYH(0.762/8.5)

　　　   高校男子(出場資格は高校生のみとする)：砲丸投（6.0㎏）、円盤投（1.75㎏）、ハンマー投（6.0㎏）　

5  出場資格

　（１）2021年度一般財団法人新潟陸上競技協会登録者であること。

　（２）学生競技者は、地区学連登録料とは別に一般財団法人新潟陸上競技協会に登録料（1,000円）を納入し

        ていること。混成競技については、競技運営上の理由からオープン参加は認めない。

　（３）参加標準記録（別表)を突破していること。資格期間2019年4月1日～2021年5月31日

　（４）ふるさと選手と外国籍（中学生・高校生を含む）の選手については、オープン参加とする。

　　　　（決勝には進めるが、順位に入らない）

    ・新型ウイルス感染拡大の状況等により開催中止となる場合もある。その場合は参加料の返金は行わない

　　　ことを承諾して申し込むこと。

    ・『テレサ―体温記録活用アプリ―』にて、大会前後の体調観察を行い、来場者の身元を把握する。

　　　　 参加競技者およびチーム関係者は、大会前1週間、大会後2週間の検温・問診の入力を行うこと。

　　  また、主催者より体調確認またはPCR検査を求める場合がある。

　 ■テレサ ―体温記録活用アプリ―

【iPhone用】 https://apps.apple.com/jp/app/id1527208310

【Android用】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teresa_app.v02

　  ・メイン競技場正面付近で非接触の検温を実施する。選手及びコーチ・監督などチーム関係者は毎日検温

　　　を受けること。

　　・当日、検温で37.5℃以上の場合、参加を認めない場合がある。大会3日前から当日の間に新型ウイルス

　　　の感染の疑い症状がある場合は参加を認めない。

　　・来場にあたっては、マスク・タオルを持参し、運動時を除き原則マスクを着用すること。

　　・飛沫拡散を防ぐため、声を出しての応援、集団での応援を禁止する。

　　・競技会終了後、2週間以内に新型ウイルス感染が確認された場合は、主催者（新潟陸協）に報告すること。

第75回新潟県陸上競技選手権大会

兼 第76回国民体育大会新潟県選手選考会 要項

1  主　催　　一般財団法人新潟陸上競技協会　

　 後　援　　新潟県教育委員会　公益財団法人新潟県スポーツ協会

　 協　賛

6  新型ウイルス対策について

2  期　日　　2021年6月5日（土）・7月17日（土）・18日（日）

3  会　場　　デンカビックスワンスタジアム（競技場コード：161020）

4  競技種目

https://apps.apple.com/jp/app/id1527208310
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teresa_app.v02


　　　今年度から、中学生から高校生までの学校単位の申し込みと、大学生と各市町村陸協、クラブチーム

　　　の申し込み方法を分けることとする。間違いの無いよう対応すること。

　　　○中学生から高校生まで

　　　  ・アスリートランキングに記載の申し込み注意事項を確認して、申し込みを行うこと。

          スでも提出すること。

　　　　・参加標準記録を証明する文書【例：アスラン結果表等】を提出すること。その際、日付、種目、

　　　　　大会名、公認記録が記載されていること。提出がない場合、出場を認めない。

　　  　・いずれの方法においても、申込一覧（参加選手一覧）に参加料を振り込んだ事が分かるもの（明細

　　 　 ・申込時の申請記録により番組編成を行うため、間違いの無いよう申込責任者の責任で申し込みを行

　　　　　うこと。

　　 　 ・本競技会は資格審査を実施する。申し込みに不備等があれば、確認のため連絡を入れるので、連絡

          先は必ず記入すること。申し込みに不備があり、連絡がつかない場合は競技会に出場できないこと

          がある。その際の参加料の返金は行わない。

　　　　　・申込期限を過ぎた申し込みは受け付けない。

　　 　○問い合わせ及び申込一覧送付先

　　　 　　一般財団法人新潟陸上競技協会 事務局　　

　　　　　　　〒950-0933　新潟市中央区清五郎67番地12　デンカビッグスワンスタジアム内

　　　　 　 　TEL 025-257-7636　　　FAX 025-257-7691

8  参加料　　 1種目　 1,500円　　   リレー1チーム 　2,500円　   　混成競技 　2,500円

　　　    ○振込先

　　　　　 　第四北越銀行  本店営業部  普通預金 2592909

             一般財団法人新潟陸上競技協会　代表理事 大橋 誠五

　　　　　※振込名については、○○チーム(スペース)振込者名で記載をお願いします。

           （例　ニイガタリクキョウ　スズキ）

9  前々年度選手権者について

　（１）2019年度選手権者（前々年度優勝者）は、その種目に限り参加料を徴収しない。ただしリレー種目

        は除く。

　（２）出場選手エントリー表（一覧表）の該当種目に赤丸を付けること。

10 表彰

　（１）各種目の優勝者には選手権章、2、3位には賞状を授与する。

　（２）最優秀選手、ジュニア優秀選手を各1名表彰する。

　（３）オープン種目（少年国体種目・高校男子）については、表彰を行わない。

11 注意事項

　（１）本大会は2021年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会申し合わせ事項により実施する。

        競技シューズについて競技規則143を適応する。

        競技に使用することができるシューズについては日本陸連のHPで確認すること。

　（２）競技用具は各自持参のものを検査の上、使用することができる。ただし、持ち込みは一人2個までと

        する。

　（３）一般のアスリートビブスは主催者が用意する。

　　　　中学生は中体連、高校生は高体連アスリートビブスを使用すること。

　（４）トラック競技で800mまでに出場する中学・高校生は腰ナンバー標識（No1～16）を各自で用意すること。

　　　　一般については招集所で配布する。

7  申込方法

　　　　　あわせて、新潟陸上競技協会ホームページもしくは要覧に掲載している様式を使用し、紙ベー

　　　  ・アスリートランキングで5月1日（土）から6月1日（火）まで(長距離6/5開催は5月30日まで)の

　　　　　期間で申し込みを受け付ける。

　　　○大学生と各市町村陸協、及び クラブチーム

　　　  ・アスリートランキングで5月1日（土）から6月1日（火）まで(長距離6/5開催は5月30日まで)の

　　　○共通の注意事項

　　　　　期間で申し込みを受け付ける。

　　　　　表コピーなど）を裏面に貼り、6月7日（月）までに、(長距離6/5開催は5月31日までに)

　　　　　新潟陸上競技協会事務局へ送付すること。



　（５）リレー種目に出場するチームは、同一のユニホーム（ベスト）・レオタードで出場すること。

　　　　なお、下半身の衣類については、同色のものを使用すること。

　　　　申込みの状況により変更する場合がある。また、これ以外の種目においても設ける場合がある。

　　　　高校男子のオープン種目については、申し込み後に参加人数と記録から判断し、計測ラインを設ける

　　　　場合がある。

男子  5000m     17:00  10000m     35:00  5000mW     35:00

女子  5000m     23:00  10000m 実施なし  5000mW     40:00

12 棒高跳ポールの送り先　（競技終了後も各自で対応すること）

　　　　〒950-0933 新潟県新潟市中央区清五郎67-12　デンカビッグスワンスタジアム

13 競技日程　( H：予選　　SF：準決勝　　F：決勝)   *印はタイムレース　　斜体は国体成年種目

5000ｍ F 100ｍ H・SF・F 200ｍ H・SF・F

400ｍ H・F 800ｍ H・F

1500ｍ H・F 400ｍH H・F

10000ｍ F 3000ｍSC F

男 110ｍH H・F 5000mW F

4×100ｍR H・F 4×400ｍR H・F

棒高跳 F 走高跳 F

子 走幅跳 F 三段跳 F

やり投 F 砲丸投 F

円盤投 F ハンマー投 F

十種競技 F 十種競技

5000ｍ F 100ｍ H・SF・F 200ｍ H・SF・F

400ｍ H・F 800ｍ H・F

1500ｍ H・F 400ｍH H・F

110ｍH H・F 3000ｍSC F

5000mW F

女 4×100ｍR H・F 4×400ｍR H・F

棒高跳 F 走高跳 F

子 走幅跳 F 三段跳 F

やり投 F 砲丸投 F

円盤投 F ハンマー投 F

七種競技 F 七種競技 F

少年男子B 3000ｍ 砲丸投

少年男子共通 円盤投

少年女子A 3000ｍ

少年女子B 砲丸投

少年女子共通 やり投 円盤投

高校男子 砲丸投 ハンマー投

7月17日（土）

　（６）トラック競技において、制限タイムを下記のとおり設ける。ただし、これは2019年のものであり、

7月17日（土） 7月18日（日）

14 競技開始・終了予定時刻

 18日（日）

開始（予定）

7月17日（土） 7月18日（日）

※　オープン種目

終了（予定）

6月5日(土）

10:00

10:00

6月5日(土）

17:30

トラック種目/フィールド種目

17:30

110mH(0.991/9.14)

100mH(0.762/8.5)



     （共に県外に現住所がある）は、「ふるさと登録届」 の提出を6月1日までに行うこと。詳細は出身高校

16 ふるさと登録について

      本県から国体に参加意思のある本県出身者で、県外に所属する社会人・県外の大学に在籍する大学生

　　　顧問、または新潟陸協 強化部 大森 智仁（shibata.tf.omori@gmail.com ）までお問合わせください。

    　　は実施しない。なお、スタンド及びサブトラックは7：00開場予定。

　　　　また、場所取りには養生テープを使用すること。ガムテープやコーンでの場所取りをしないこと。

　　　　密にならないよう他のチームと出来るだけ離して設置することが望ましい。

　（２）チーム待機場所の設置については、出入り口やトイレ前、車いす観覧席などには設置しないこと。

　（３）第3駐車場を利用し、それ以外の場所に駐車しないこと。

　（４）大会参加者の個人情報については、本大会活動のみに利用し、これ以外の目的に利用することはない。

　（５）災害や緊急事態宣言等主催者の責によらない事由で大会が中止となった場合、参加料の返金は行わない。

　（６）チーム（団体）で参加の場合、競技役員2人以上をあげること。

15 その他

  （１）場所取りのために前日から並ぶことは、競技場管理者からの指導により禁止とする。入場順の抽選会


