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_弔 Э Z 千葉マスターズ陸上競技記録会要項 (2021)(改)日本陸連公認大会ロ

※千葉マス会員限定大会 (主催)特 定非営利法人(NPO)千葉マスターズ陸上競技連盟

(後援申請中〉千葉県教育委員会、(一財)千葉陸上競技協会、(協賛)株式会社 グリーンタワーコロナ禍、中止の場合あ り

1、 期 日 2021年 4月 29日 (本)8時 受付、 9時 蘭会式、 9時 30分 競技開始  (競技会コード 21120304)

2、 会場 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場(千葉市稲毛区天台町 323)      (競 技場コード 121010)

JR総武線・千葉駅よリモノレールでスポーツセンター前下車、あるいはJR総武線・稲毛駅より京成バス、草野車庫行で

お童の方 (得 邑以 )は ス ポーツセ ンター内大馬キ お願い致します。

3、 競技クラス 大会期日を基準として満年齢による、男女共24歳以下、25歳以上からの5歳刻みの区分とします。

4、 競技種 目 男子 17種 目、女子 17種 目 +

スポーツセンター前下車。

リレーー
( クラス男|」 の み)代寒者 が 申込書にてお申し込み下さい

^

・ 共通  60m、 100m、 200m、 400m、 800Ⅱl、 1500m、 5,000m、 3000mW、 クラス別 4× 100m R

走高跳、棒高跳 (ポールは持参願います)、 走幅跳、三段跳、砲丸投、目盤投、ハンマー投、や り投、重量投

5、 参加資格 当日男女共満18歳以上で2021年度(公ネ0日 本マスターズ陸上競技連合並びに日本陸連に登録した者。

6、 参加制限 一人が参加できる種目は、リレーを除き 2種日以内とします。リレーのみの参加は認めない。

7、 参加料等 1種目3,000円、2種 目3,500円、2■笙122■■_2」ヨ」墜壺 金を主:重整△)と します。

尚、記録証を希望する方は、当日受付にて、1種目300円 を添えてお申し込みください。生込後返金致しません⊆

残った記録証等は処分 しますので、 は 500 し

8、 申込方法  所定の参加申込書 (払込取扱票)に必要事項_(_墜陸連登録置墾 J△△I_■ュ=皇込壁において必要)

をご記入の上、千葉マスターズ登録者はリレー申し込みも各所属支部長宛、郵便局で参加料を払い込んでください。

仙 県の方 は 千葉マ ス L競技連 習事務 局 郵便振替 I卒 ( 座記 号番 号タ ー 口 口 00210-0-49083)ヘ

(払込取扱票 (ホームページに例示)が参加申込書になっていますc また、参カロ料については、申込後いかなる理由でも

返全重上童童を彙)尚、リレーチームの代表者は、種 目名 と全員の氏名、年齢、登録番号をリレー申込書(ホ ーム

ページよリダウンロー ド)に記入 し、入金(代表者が一括納入)と 同時に事務局 (〒 262-0044

千葉市花見川区長作町923鈴木 久一方 丁EL・ Fax 043(259)1015 )ま で郵送 してください。

9、 申込期間2021年 3月 22日 (月 )～ 3月 3¬ 日(水)の振込消印迄 (厳守)

10、 競技規則 2021年 度 日本陸上競技連盟、日本マスターズ陸上競技連合及び大会注意事項により実施 します。

使用スパイクピンの長さは、 トラック9mrrl、 フィール ドは12mm以下、又、参加人数により、一部男女、

年齢区分を同時に競技することがあります。 リレー種目の編成は、都道府県単位、同一ユニホームです。

11、 参加受付票 大会の 10日 前までに送付 しますので、大会当 日受付で提示 してプログラム等 と引き換 えて くだ さい。

12、 参加者への留意事項 王童 二五二
=∠

整室=Lj讐:菫≧量 墨のホームページ http://chiba― mastersriku.Org/

(1) 参加者は、健康診断を受けるなどして、健康管理には十分留意して参加してください。

(2) 競技中に発生した事故等について主催者は、応急処置をしますが、その後の責任は負いません。

当日は、 1日 保険に加入します。参加者は健康保険証を持参するようにお願い致 します。

(3)ア ス リー トビブス(ナンハ―゙カード)は、ご自身の (登録番号)を 2枚ご持参下さい。

例 千葉  12-0123、 東京  13-0123
(4)3000mW・ 50001nに ついては、

指定アスリー トビブス(ナンだ―カード)の着用をお願 いすることがあ ります c

上 が 上

12

0123

13、 に マスター の ― ムペ ヽ

14、  「参加中込書」に記載された個人情報は、すべて千葉マオーだ陸上競技連盟が大会の運営に必要な範囲

(事 ,´じ手続き、競技記録、連絡、運営、問い合わせ対応など)で使用 します。

15、 大会の映像、写真、記事、記録等のインターネット、テレビ、新間、雑誌等の掲載権は主催者に属します.

16、 誓約事項 私は、競技中に万一傷害及び物損事故を被った場合、応急措置を受けますが、それ以外は、
主催者に一切責任を負わせません。なお、家族 も同意 しています。必読、コロナ感染拡大防止対応は裏面です。



17、 競技会開催にあたっての新型コロナ感染防止について

(1)3密を回避する。
(2)手洗い 。手指の消毒・洗顔を徹底する。運動時を除きマスクの着用をすること。

(3)医師、医療機関との連携 。協力を図ること。

(4)多 くの人が頻繁に触れる箇所を清掃 。除菌し、清潔な環境を保つこと。
(5)体調管理を徹底すること。

① 競技会 1週間前から体調管理及び検温を行い、指定の体調管理チェック表に記入する。

※以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。

・体調が良くない場合 (例 :当 日、朝の検温で 37.5℃ 以上の発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)

。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 以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航ま

たは、当該在住者 との濃厚接触がある場合

。年齢制限は行いませんが、基礎疾患がない65歳以上の人、基礎疾患がある人は、感染した場合に重症

化しやすく死亡につながる可能性が高くなることが報告されていることをご理解の上ご参加下さい。

※提出前に、提出するデータをコピー又は写真に撮り、自身でも保管すること。

② 大会当日、来場者すべての体調管理チェック表を正面玄関前の競技者受付に提出すること。

。会場での検温などで異常がある場合は参加できない。

※提出されない場合は参加 (来場)を認めない。

③ 運動時以外のマスクの着用、手洗い。洗顔を徹底する。但し、マスク着用による熱中症に気をつける。

(6)競技会終了後、2週間以内に発熱などの症状があった場合には最寄 りの医療機関に報告・相談後、必

ず大会主催者である、千葉マスターズ陸上競技連盟理事長 鈴木 久一に連絡すること。
事務局と同じ Ъ 043(259)1015

(7)感染防止のため無観客での開催 とするため、競技会関係者以外の競技場への立ち入 りを禁止する。
(8)感染防止対策には万全を期すが、万が一、感染 してしまったとしても、主催者は責任を負 うことはで

きない。
18、  開門 。場所取 りについて

(1)陸上競技場
スタン ド裏コンコースとトイレを開放する。スタン ド、芝生スタンド、雨天練習場、男子更衣室は利

用できない。 (女子更衣室は女子の更衣のみ)開門時刻は 8時とし、受付では、ソーシャルディスタン
スを確保 して並ぶこと。

(2)第 2陸上競技場

競技または、ウォーミングアップのみの利用 とし、開門時刻は 7時 30分とする。出入 り回は陸上競
技場側の 1カ所 とする.テ ン トの設置、場所をとることはできない。

(3)そ の他のテン ト設置可能箇所  体育館前石畳 とする。

(4)そ の他

控え場所での 3密の回避、および消毒を各チームで徹底すること.

19、 備 考

(1)健康診断を受けてから出場することが望ましい.

(2)ス ポーツ傷害保険に加入 していることが望ましいc

(3)競技中に発生 した事故については応急措置を主催者で行 うが以後の責任は負わない。
(4)ア スリー トビブスは、ご自身の (登録番号)を 2枚 ゴ持参下さい。その他は主催者が用意する。
(5)ス パイクビンは日本陸上競技連盟競技規則のとお りとする

(6)ワ ール ドアス レティックス (WA)規則のシューズについてのルールの再改定がありま した。靴底の厚
さiこ ついてです.日 本陸上競技連盟のHPな どで確認 してください.大会当日、検査 します。

(7)競技 日程はプログラム編成終了後千葉マスターズ陸上競技連盟HPに発表するc

ユ1壼三二墨蓄菱墾重重延退重]童L二日虚生進坐二|」」 、`ム会開上1主至笙立要素 (会場:土_参拠人数_l競技役員等)

至二型壺
=,L三

:塾21と二:ェ_豊:量:=l逓:堕:■:二:生_生_二〕芝蟹コ1主:二:二三二I藍:互:=菫:≡:亘:=互正I玉題定してください.併せ
してください。

本大会は 日本陸上競技連盟のガイ ドラインに従って新型 コロナ感染防止対策を実施 している大会で

す。 これまでの大会規制 とは異な ります.:大会要項等を確認の上、遵守 してご参加下さい。

て、申 し込み方法 を


