第22回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ 要項
開催の趣旨
〇ジュニア選手の普及および育成に努め、将来のアスリ－トを支援する。
〇各地域と交流をすることでの競技力の向上を目指す。
〇「走る・跳ぶ・投げる」陸上競技本来の楽しさを味わう。
この大会では、国連ＷＦＰの食料支援を応援。参加１名につき給食１日分
(３０円)が寄付され、途上国での子どもたちの学校給食に役立てられます。
１．主

催

公益財団法人東京陸上競技協会

２．協

賛

アキレス株式会社

３．後

援

認定ＮＰＯ法人国連ＷＦＰ協会

４．協

力

株式会社陸上競技社（月刊陸上競技）

５．日

時

２０２０年１０月３１日(土)～１１月１日(日) ９：３０競技開始(予定) 雨天決行

６．会

場

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

７．種
目
【男子】 [１年]
５０ｍ
[２年]
５０ｍ
[３年]
６０ｍ、６０ｍＨ、走幅跳、ジャベリックボール投
[４年]
６０ｍ、６０ｍＨ、走幅跳、ジャベリックボール投
[３・４年共通] ４×１００ｍリレー
[５年]
１００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投
[６年]
１００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投
[５・６年共通] ４×１００ｍリレー
【女子】 [１年]
５０ｍ
[２年]
５０ｍ
[３年]
６０ｍ、６０ｍＨ、走幅跳、ジャベリックボール投
[４年]
６０ｍ、６０ｍＨ、走幅跳、ジャベリックボール投
[３・４年共通] ４×１００ｍリレー
[５年]
１００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投
[６年]
１００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ、走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投
[５・６年共通] ４×１００ｍリレー
【男女混合】 [５・６年共通] ４×１００ｍリレー
８．競技実施日
第１日 １０月３１日（土）
［１年］５０ｍ［２年］５０ｍ［３年］６０ｍ、６０ｍＨ［４年］６０ｍ、６０ｍＨ
［３・４年共通］４×１００ｍリレー
［５年］走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投
［６年］走高跳、走幅跳、ジャベリックボール投
第２日 １１月１日（日）
［３年］走幅跳、ジャベリックボール投［４年］走幅跳、ジャベリックボール投
［５年］１００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ［６年］１００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ
［５・６年共通］４×１００ｍリレー（男女別および男女混合）

９．競技方法

１０．参加資格
１１．参加制限

１２．参 加 料

①２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本競技会要項及び競技注意事項により
行います。
②原則として競技しやすいシューズをはいて下さい。素足での出場は認めません。
スパイクシューズを使用する際（全種目）は、全天候トラック用ピンで長さは９mm 以
下とします。
③１年５０ｍ、２年５０ｍ、３年６０ｍ、４年６０ｍ、３年６０ｍＨ、４年６０ｍＨ、
３・４年共通４×１００ｍリレー第１走者のスタートはクラウチングスタートでもス
タンディングスタートでもかまいません。
５年１００ｍ、６年１００ｍ、５年８０ｍＨ、６年８０ｍＨ、５・６年共通４×１０
０ｍリレー第１走者のスタートはクラウチングスタートのみとします。
④スターティングブロックは５年１００ｍ、６年１００ｍの決勝のみ使用できます。
⑤スタートは英語で行います。
⑥同一人が２回不正スタートした場合は失格とします。ただし、競技には参加させ、
記録は参考記録とします。
⑦ハードル競技は下記の規定で行います。
ｽﾀｰﾄ～
最終ﾊｰﾄﾞﾙ
種
目
高 さ
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
台 数
第１ﾊｰﾄﾞﾙ
～ﾌｨﾆｯｼｭ
３・４年６０ｍＨ
１２ｍ
６０cm
６ｍ
７台
１２ｍ
５・６年８０ｍＨ
１３ｍ
７０cm
７ｍ
９台
１１ｍ
⑧５０ｍ、６０ｍ、１００ｍは予選の記録上位８名で決勝を行います。
⑨トラック競技の６０ｍＨ、８０ｍＨ、８００ｍ、４×１００ｍリレーはタイムレースで
順位を決定します。
⑩リレーのメンバー変更については申込時のメンバーの範囲内とします。
（リレーメンバー変更についての競技規則１７０条１０は本競技会では適用しません。
）
⑪５・６年共通４×１００ｍリレーについては、同一人が男女別と男女混合の両方にエ
ントリーすることはできません。
⑫５・６年共通男女混合４×１００ｍリレーは男女各２名でチームを編成してください。
走順に規定はありません。エントリーは男女各２名～３名で行うこととします。
⑬走高跳（はさみ跳び）におけるマットへの着地は足裏からとし、背、腰等からの着地
は無効試技とします。
⑭走高跳の最初の高さは９５㎝とします。
⑮走幅跳は３回の試技とします。
⑯ジャベリックボール投は３回試技（１人が連続３回の試技を行う）とし、助走距離は
１５ｍ以内とします。スパイクシューズを使用してもかまいません。なお、ジャベリッ
クボールの羽の部分を持って投げることは禁止とします。
小学生（１～６年）
①１人２種目以内（リレーを除く）
②リレーは（１団体３・４年男女各１チーム、５・６年男女、混合各１チ－ム）とします。
③本競技会の定員は１６００名です。定員を超えるエントリーがあった場合は、申込期間
内であっても申込を打ち切ります。
１種目 １,０００円 （２種目の場合２，０００円）
＊東京陸協登録者は、１種目 ７００円 ２種目の場合は１，４００円）
リレーは１チーム ２，０００円
＊東京陸協登録団体は、１チーム １，０００円

１３．申込方法

以下の手順で申込を行ってください。
①申込書の送信
東京陸協ホームページ（http://toriku.or.jp）より「ジュニア陸上競技・チャレンジ
カップ」の申込書式をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、指定のアドレス（申
込書式に記載）にこの申込書を添付したメールを送信してください。
直ちに受信したことを知らせる返信メールを東京陸協から送信します。
◎入力された参加者の氏名、ふりがな、所属名、学年、参加種目等の情報はプログラム
やスタートリスト、記録証等の作成にそのまま使用されます。昨今、データの入力
ミスによる大会当日の修正依頼が多く発生し、苦慮しています。記録確定後は訂正
に応じられないこともありますので、参加者のデータ入力は間違いのないように行
い、送信前に必ず確認してください。また、申込期間終了後の人数の増減や種目の
変更等はできませんのでご注意ください。
＊返信メールが届かない場合は、下記宛に電話にてお問い合わせください。
（公財）東京陸上競技協会 事務局 事業担当 渡部
Tel ０３－３２０３－６１２３（10:00～18:00 土、日、祝日は休み）
＊所属（団体名）は登録の際に記入した「略称」と同じにしてください。
②参加料の払込
参加料は郵便局で払込取扱票（手数料は払込人払い）を使い、通信欄に必ず
必要事項（団体名、大会名、参加区分ごとの種目数・人数・金額）を記入の上、
下記の口座に、下記払い込み受付期間内に払い込んでください。
口座番号
００１５０―４－１２２６２２
加入者名
東京陸上競技協会
＊払い込まれた参加料は返金いたしません。
＊払込取扱票の払込受領証が参加料の領収証となります。
③申込期間
２０２０年９月１８日（金）～９月２５日（金）17:00 必着
（ただし、参加料払込期間は９月２８日（月）まで）
◎期間内に申込を行い、参加料の払込が確認された場合のみ申込を受け付けます。
◎申込確認の返信メールは、競技会当日、アスリートビブス（ナンバーカード）及びプ
ログラム等との引き換えに必要です。大切に保管し、当日は必ずご持参ください。
◎学年を誤ってエントリーした場合（例．２年生なのに１年５０ｍにエントリーした場
合など）
、競技に出場することはできません。申込の際、学年については十分にご確認
下さい。
◎申込期間終了後のキャンセルについては、参加料を申し受けます。競技会当日までに
欠場届を提出してください。

申込は先着順に受け付けます。定員は１６００名です。定員を超えた場合、申込
期間内であっても、申込を打ち切ります。予めご了承下さい。
１４．表

彰

各種目第１位～第３位にメダルと賞状、第４位～第８位に賞状を授与します。

１５．新型コロナウイルス感染拡大防止にともなう注意（今後の状況により変更の場合があります。
）
① 競技者及び来場者に関して
１）来場者は原則として、参加競技者及び指導者（監督・コーチ）
、引率者（保護者）
（競技者１名に
つき１名のみ）に限定します。来場にあたっては、３つの密（密閉、密集、密接）を避けてくださ
い。
２）競技者および指導者、引率者（保護者）は競技会開催１週間前から検温を実施し、個人または団
体ごとに指定の報告書（チェックリスト）に記載し、受付時に提出してください。チェックリスト
の書式については東京陸協ＨＰより事前にダウンロードしてください。チェックリストと交換に競
技者、指導者、および引率者（保護者）にはリストバンドを支給します。チェックリストを提出し
ない競技者、指導者、および引率者（保護者）については、原則として来場及び参加を認めません。
３）入場口及び退場口は限定します。入場の際には必ずリストバンドを提示してください。リストバ
ンドのない方の入場はできません。なお、今後発表される競技上の注意に、競技者、指導者および
引率者（保護者）の導線が示されるので、確認してください。
４）競技は無観客で行います。リストバンドを発行された関係者は入場でき、指導者は競技者のウォ
ームアップに同行できますが、引率者（保護者）は競技者が練習・競技を行うときのみ、スタン
ドの指定された場所で観戦してください。
５）以下の事項に該当する場合は、来場を見合わせてください。
・体調がよくない場合（例．発熱（37.0℃以上は再検）
、咳、咽頭痛などの症状がある場合）
。
６）以下の事項に該当する場合は、来場及び競技への参加を認めません。
・当日の体温が 37.5℃以上あり、強い倦怠感と息苦しさがある場合。
・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。
７）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、主催者に対し濃厚接触
者の有無等について報告してください。
② 来場及び競技の参加にあたって
１）競技者、引率者（保護者）は競技のウオーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は速
やかに帰宅してください。
２）来場にあたっては、マスク・マイタオルを持参し、運動時を除いては原則としてマスクを着用し
てください。
３）石けん等を用いた手洗い・手指消毒、洗顔を励行してください。
４）声を出しての応援、集団での応援は行わないでください。
５）ウオーミングアップ・招集等については、競技役員の指示に従い、ソーシャルディスタンスを確
保してください。
６）競技用具使用後は手洗いまたは手指消毒を行ってください。
７）更衣室の滞在は短時間にしてください（シャワールームの使用は禁止します）
。
８）飲食等の際は感染リスクが高くなる為、短時間・ソーシャルディスタンス・換気の良い場所で行
ってください。
９）飛沫拡散を防ぐ為、応援や大声・近距離での会話を避けてください。
１０）タオル、ペットボトル、コップ、皿、袋等の共用を控え、個人用を用意し、ゴミは各自で持ち帰
ってください。
③ 参加料に関して
１）①２）
、５）
、６）の理由により、参加ができなくなっても参加料の返金は行いません。
２）参加料の払込後に、行政等の要請に基づき本競技会の開催ができなくなった場合も、参加料の返
金は行いません。

１６．そ の 他
①競技日程及び競技注意事項については東京陸協のホームページで確認して下さい。
（開催期日の約１０日前にホームページに掲載します）
②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いますが、それ以後の責任は負いません。
③アスリートビブス（ナンバーカード）
、腰ナンバーは主催者が準備します。
④競技に使用する用器具は主催者側が用意したものに限ります。
⑤記録証は希望者に１部３００円で発行します。
⑥参加の際は各団体指導者あるいは保護者が必ず引率して下さい。
⑦本競技会の結果は競技会終了約１週間後に、ホームページに掲載します。
ホームページアドレス http://toriku.or.jp

競技会申込に際し、下記の申込規約に同意の上申し込んでください。

申込規約
１ 主催者は傷害や紛失その他の事故に対して応急処置は行うが、以後の責任は一切負わない。
２ 一度入金された参加料はいかなる場合でも返金しない。
３ 競技会出場中の映像、写真、記事、記録等のインターネット、テレビ、新聞、雑誌等の掲載権は主
催者に属する。
４ 個人情報の取扱い
(１)主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱う。
(２)参加申込書に記載された氏名・所属団体名は大会プログラムに記載され、競技場内にアナウンス
等により紹介され、競技場内外の掲示板等に掲載されることがある。
(３)競技結果（記録）は大会プログラム掲載の個人情報とともに競技場内にアナウンス等により紹介
され、競技会内外の掲示板等に掲載されることがある。また、東京陸協ホームページ
（http://toriku.or.jp）に掲載され、認められた報道機関等により新聞・雑誌及びホームペー
ジ等で公開されることがある。
５ 申込に際して、個人申込の場合には個人（保護者）の責任において、団体の場合は所属長（団体責
任者）の承諾を得て申し込む。
６ 主催者は、上記の申込規約の他、大会要項によって開催する。

