
令和３年度

第 １ 回 小 田 原 地 区 記 録 会
期日 令和３年４月２５日（日）

会場 小田原市城山陸上競技場

＜トラック競技＞ 組数 開始予定時刻 ［招集時刻］
１ 一般男子 ３０００ｍＳＣ （１） ９：００ ［ ８：５０～ ８：５５］
２ 一般男子 ４００ｍＨ （１） ９：２０ ［ ９：１０～ ９：１５］
３ 中学男子 ３０００ｍ （１） ９：２５ ［ ９：１５～ ９：２０］
４ 一般女子 ３０００ｍ （１） ９：４０ ［ ９：３０～ ９：３５］
５ 一般女子 ８００ｍ （１） ９：５５ ［ ９：４５～ ９：５０］
６ 一般男子 ８００ｍ （１～ ２）１０：００ ［ ９：５０～ ９：５５］

（３） １０：１０ ［１０：００～１０：０５］
７ 一般男子 １００ｍ （１～ ４）１０：１５ ［１０：０５～１０：１０］

（５～ ８）１０：２５ ［１０：１５～１０：２０］
（９～１０）１０：３５ ［１０：２５～１０：３０］

８ 中学男子 １００ｍ （１～ ４）１０：４０ ［１０：３０～１０：３５］
（５～ ８）１０：５０ ［１０：４０～１０：４５］
（９～１２）１１：００ ［１０：５０～１０：５５］

（１３～１６）１１：１０ ［１１：００～１１：０５］
（１７～１８）１１：２０ ［１１：１０～１１：１５］

９ 一般女子 １００ｍ （１～ ４）１１：２５ ［１１：１５～１１：２０］
１０ 中学女子 １００ｍ （１～ ４）１１：３５ ［１１：２５～１１：３０］

（５～ ８）１１：４５ ［１１：３５～１１：４０］
（９～１２）１１：５５ ［１１：４５～１１：５０］

（１３～１４）１２：０５ ［１１：５５～１２：００］

１１ 一般男子 ４００ｍ （５） １２：３０ ［１２：２０～１２：２５］
１２ 中学男子 ４００ｍ （４） １２：５０ ［１２：４０～１２：４５］
１３ 一般女子 ４００ｍ （１） １３：０５ ［１２：５５～１３：００］
１４ 一般男子 １５００ｍ （２） １３：１０ ［１３：００～１３：０５］
１５ 一般女子 １５００ｍ （１） １３：２５ ［１３：１５～１３：２０］
１６ 中学男子 １５００ｍ （１～ ２）１３：３５ ［１３：２５～１３：３０］

（３） １３：５０ ［１３：４０～１３：４５］
１７ 中学女子 １５００ｍ （２） １４：００ ［１３：５０～１３：５５］
１８ 中学女子 １００ｍＨ （３） １４：２０ ［１４：１０～１４：１５］
１９ 一般女子 １００ｍＨ （１） １４：４０ ［１４：３０～１４：３５］
２０ 中学男子 １１０ｍＨ （３） １４：５０ ［１４：４０～１４：４５］
２１ 一般男子 １１０ｍＨ （１） １５：１０ ［１５：００～１５：０５］
２２ 一般男子 ５０００ｍ （１） １５：３０ ［１５：２０～１５：２５］
２３ 中学女子 ４×１００ｍＲ （２） １５：５５ ［１３：５５～１４：５５ オーダー用紙提出］
２４ 中学男子 ４×１００ｍＲ （２） １６：１０ ［１４：１０～１５：１０ オーダー用紙提出］
２５ 一般女子 ４×１００ｍＲ （１） １６：２０ ［１４：２０～１５：２０ オーダー用紙提出］
２６ 一般男子 ４×１００ｍＲ （２） １６：２５ ［１４：２５～１５：２５ オーダー用紙提出］

＜フィールド競技＞ 人数 開始予定時刻 ［招集時刻］ ［用具検査時刻］
１ 中学男子 走幅跳（２７） ９：００ ［ ８：２０～ ８：３０］

一般男女 砲丸投（ ９） ９：００ ［ ８：２０～ ８：３０］［ ８：００～ ８：３０］
一般女子 走高跳（ ３） ９：００ ［ ８：２０～ ８：３０］

２ 中学女子 砲丸投（１２）１０：００ ［ ９：２０～ ９：３０］［ ８：３０～ ９：００］
中学女子 走幅跳（３３）１０：３０ ［ ９：５０～１０：００］

３ 一般男子 走高跳 （４）１０：４５ ［１０：０５～１０：１５］
中学男子 砲丸投（ ８）１１：３０ ［１０：５０～１１：００］［１０：００～１０：３０］

４ 中学男子 走高跳（１４）１２：３０ ［１１：５０～１２：００］
一般男女 走幅跳（１６）１２：３０ ［１１：５０～１２：００］
一般男女 円盤投（ ５）１３：３０ ［１２：５０～１３：００］［１２：００～１２：３０］

５ 中学女子 走高跳（１４）１４：００ ［１３：２０～１３：３０］
６ 一般男子 三段跳 （７）１４：３０ ［１３：５０～１４：００］

一般男女 やり投（１１）１４：３０ ［１３：５０～１４：００］［１３：００～１３：３０］

主 催
小田原市陸上競技協会
南足柄市陸上競技協会
足柄上郡陸上競技協会
足柄下郡陸上競技協会



運営上の注意事項

小田原市陸上競技協会ＨＰに掲載している「感染リスクを軽減させた競技会運営に向けたガイ
ダンス」の内容を遵守してください。

１ 競技場への保護者や応援者、観客等の来場を禁止します。また、各団体での入場者は最小限
の人数になるように工夫してください。

２ 次の書類を提出してください。提出しない場合は競技会への参加を認めません。
・一般・大学生 別紙１「大会前／提出用 ＪＡＡＦ体調管理チェックシート」
・中学生・高校生 別紙２「生徒の健康状況チェックシートおよび参加確認書」
・中学・高校顧問 別紙３「参加状況報告書」

３ 管理棟内を待機場所にすることはできません。ロビー内では立ち止まらずにすみやかに外に
出てください。更衣室の利用は更衣のみとしシャワーの使用は禁止します。

４ 声を出しての応援や集団での応援は禁止します。
５ 感染症防止対策に取り組んでください。

①レース中や試技の際にはマスク着用は義務づけませんが、招集・移動・待機中はマスク
を着用し、競技者同士の会話は極力控えてください。
ただし、熱中症対策として息苦しさを感じた場合はマスクを外し、無理をしないでくだ
さい。

②三密回避行動を心がけ、こまめな手洗いや手指の消毒をしてください。
③ウォーミングアップは原則として個別に行ってください。
④各校や団体の待機場所で使用する消毒液は、各団体・各自で用意してください。
⑤アスリートビブス等の着用に必要な安全ピン（アスリートビブス＝８本・腰ナンバー標
識＝４本）は各自で用意してください。

⑥共用器具を使用する種目（砲丸投等）に参加する競技者は、できるだけ各自で消毒液を
用意してください。また、滑り止め（炭酸マグネシウム等）も、できるだけ専用のもの
を各自で用意してください。

⑦自分専用のごみ袋を用意してごみは持ち帰ってください。
⑧その他、適切な判断と行動を心がけてください。

１ 規 則 ２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則、および本記録会の申し合わせ事項を適用し
ます。

２ 競 技 場 一般競技者の入場は７時３０分からとします。準備に関わる競技役員のみ開門（７時
００分予定）に合わせて入場してください。
スパイクのピンの長さは９ｍｍ（走高跳とやり投げは１２ｍｍ）以下とします。
スパイクピンの直径は先端が４ｍｍ以内、本数は１１本以内とします。走路の保全と
競技者の安全のため「競技規則第１４３条」を厳守してください。
競技用シューズの靴底は「ＷＡ規則第１４３条（ＴＲ５：シューズ）」を守ってくださ
い。

３ アスリー 布の大きさに関する新基準は当分の間猶予します。新調する場合は新基準で作成して
トビブス 使用してください。

一般のアスリートビブスは受付で貸与します。競技終了後にまとめて返却してくださ
い。
中学生・高校生は指定された番号のアスリートビブスを各自で用意してください。
競技者は各種目とも、胸上部と背上部（跳躍競技者はどちらか一方でもよい）にはっ
きり見えるようにつけてください。
８００ｍ，１５００ｍ，３０００ｍ，３０００ｍＳＣ，５０００ｍの出場者は、招集
所（１００ｍスタート地点後方小屋）で腰ナンバー標識を受け取り、右腰やや後方に
つけてください。腰ナンバー標識は返却する必要はありません。
長距離種目では、特別ナンバーカードを貸与します。事前に招集所で受け取り、つけ
てから現地コールを受けてください。競技後に返却してください。



４ 練 習 隣接のサブグランドを使用してください。ただし競技開始前７時４５分～８時３０分
は本競技場内での練習を認めます。
その際のトラックの使用は次のようにし、事故防止に十分注意してください。
＜周回＞
・１～２レーン ジョギングや軽いランニング

＜ホームストレート＞
・３～４レーン ながし・スピードを上げての練習
・５～６レーン 中学ハードル
・７～８レーン 一般ハードル

＜バックストレート＞
・３～４レーン ながし・スピードを上げての練習
・５～６レーン スタートダッシュ（スターティングブロックの設置可）
・７～８レーン 第２～第３走者ゾーンを利用したバトンパン練習
また、競技に支障のない次の時間は、審判員の指示により、バックストレートを使用
しての練習もできます。
・１０時１５分～１２時２０分 １００ｍ競技時
・１４時２０分～１５時１０分 ハードル競技時

フィールド種目の練習は、競技前に審判員の指示により行ってください。
フィールド種目については、競技終了後、他の競技に支障がない範囲での練習を認
めます。事故防止に十分配慮して行ってください。

５ 試 技 数 フィールド競技の試技数、試技方法は通常通りとします。

６ 招 集 招集は現地での最終コールのみとします。その際にアスリートビブスと腰ナンバー標
識（１００ｍ，２００ｍ，４００ｍ，１００ｍ（１１０ｍ）Ｈ，４００ｍＨ・４００
ｍＲ，フィールド種目の出場者は必要ありません）・スパイクの確認をします。
招集時刻に遅れた場合は欠場とみなします。
リレーオーダーは、競技開始予定時刻２時間前から１時間前までに所定の用紙に記入
して、代表者が本部記録係に提出してください。その後、競技者は競技開始予定時刻
の１０分前までに各自の出走する場所でアスリートビブス・スパイクの確認を受けて
ください。
競技時刻が重なっている種目に参加する場合は、競技者係と該当種目の審判主任に申
し出て指示に従ってください。
あらかじめ欠場する場合は、すみやかに招集所の競技者係に伝えてください。学校や
団体・チームの場合は「連記式棄権届」を招集所の競技者係に提出してください。

７ 用 具 主催者が用意しますが、当日の検査に合格したものの使用は認めます。
検査時間は、原則として、競技開始予定時刻の１時間３０分前から１時間前までと
します。
砲丸 中学男子 5.000kg 中学女子 2.721kg

高校男子 6.000kg 高校・一般女子 4.000kg
円盤 一般男子 2.000kg 高校・一般女子 1.000kg

高校男子 1.750kg
やり 高校・一般男子 800g 高校・一般女子 600g

８ そ の 他 ①プログラムの誤記訂正は、プログラムを受け取り次第直ちに確認し、８時００分ま
でに受付に届けてください。
②選手はダッグアウト前の通行ができません。ダッグアウト内の選手通路を使用して
ください。その際、アナウンス席や審判員室の後ろは、静かに通行してください。

③貴重品や所持品は、各自、各団体で責任をもって管理してください。
④選手席、応援席の後片付けは、各団体、各自で責任をもって行ってください。



撮影に関するお願い

競技者の人権保護の観点から、写真・ビデオ撮影に関しては、以下の点にご協力ください。

１ 撮影はすべてスタンドから行ってください。

２ 本人の承諾（中学生・高校生は「保護者および本人の承諾」）の無い撮影は禁止します。

３ 盗撮・透過撮影防止のため、競技者に迷惑のかかる恐れのある撮影・行動を禁止します。
・トラック種目のスタート時の前方・後方からの撮影は禁止
・競技者がスターティングブロックを合わせている際や試技を待っている間など準備を
行っている際の撮影は禁止

・走高跳、走幅跳、三段跳、棒高跳等の助走後方や着地正面からの撮影は禁止
・投擲種目における選手正面からの撮影は禁止
・その他、競技者の迷惑と思われる撮影は禁止

４ 競技運営上、競技役員の判断により、撮影禁止エリアを設ける場合があります。

５ 撮影の仕方が不自然な場合や、盗撮が疑われる場合はには、競技役員が撮影内容の確認をさ
せていただく場合があります。

６ 他者に著しく迷惑のかかる行為として主催者側で判断した場合は、すみやかに警察及び関係
機関に連絡します。

７ その他、上記の内容を含めて、競技運営上の都合により（大会当日を含む）変更する場合が
あります。その際は競技役員の指示にしたがってください。

盗撮行為を発見された場合は、お近くの競技役員にお知らせください。
発見次第、記録媒体を没収の上、所轄警察署に通報します。

小田原市陸上競技協会主催大会における個人情報
および肖像権にかかわる取り扱いについて

小田原市陸上競技協会は、主催する各大会の参加申込書を通じて取得される個人情報および
肖像権の取り扱いに関して、次のとおり対応します。

１ 大会参加申込書に記載された個人情報の取り扱い
（１）大会プログラムに記載されます。
（２）競技場内のアナウンス等で紹介されることがあります。
（３）競技場内外の掲示板等に掲載されることがあります。

２ 競技結果および記録等に関する取り扱い
（１）小田原市陸上競技ホームページや認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関

連ホームページ等で公開されることがあります。
（２）大会プログラム掲載の個人情報とともに、神奈川陸上競技協会が作成する記録集等

に掲載されることがあります。
（３）新記録、優勝および上位入賞結果や記録等は、次年度以降の大会プログラムに掲載

されることがあります。

３ 肖像権に関する取り扱い
認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会報告書および関連ホーム
ページ等で公開されることがあります。

４ 小田原市陸上競技協会の対応
（１）取得した個人情報を、上記利用目的以外に使用することはありません。
（２）大会参加申込書の提出により、上記取り扱いに関する承諾を受けたとして対応いた

します。
（３）個人情報等の掲載または公開等に関しての質問は、小田原市陸上競技協会理事長ま

でご連絡ください。

連絡・問い合わせ先
小田原市陸上競技協会 理事長 湯川利之

電話 ０４６５－４７－２２８４



お 知 ら せ

＜競技会の日程変更について＞

令和３年度 第２８回県西地区選手権大会は、県高体連・県中体連の大会との兼ね合いにより
当初の予定を変更し
令和３年１０月２４日（日）に行います。
なお、これにより、申し込みしめきりは １０月５日（火）１７時００分必着 となります。

＜競技会申込時のお願い＞

１ 現在ＨＰでご案内の競技会要項は（案）として提示しています。
正式な要項は、今後の状況に応じて、各競技会申し込みしめきり日の２週間前までにＨＰに

掲載します。
また、競技順序・競技時間・競技方法（コールの方法・フィールド競技の試技数等）・会場への

入場規制の有無・その他必要な事項は、大会５日前までにＨＰでお知らせします。

２ 本年度の競技会は「感染リスクを軽減させた競技会運営に向けたガイダンス」に沿っての開催
を予定しています。
ガイダンスの変更や、それにより提出書類等に変更が生じた場合は、ＨＰでお知らせします。

３ 新型コロナウイルス感染防止対策から、一般の部の参加資格を制限しています。
各競技会の「参加資格」を確認して申し込みをしてください。

４ 「申し込み一覧表」と「個票」は、「小田原市陸上競技協会専用のもの」をＨＰよりダウン
ロードして使用してください。
特に、プログラム編成上支障をきたすため、提出する「個票」は縮小しないで使用し、切り取

った状態で提出してください。

５ 申し込み書類提出の遅れや申し込み書類の不備により、プログラム編成会議の運営に支障をき
たすことがあります。各競技会ごとの競技種目を確認するとともに、申し込みしめきり日には余
裕をもって提出してください。
また、万一不備があった場合には、すぐに連絡がとれるよう、一覧表に「申し込み責任者の
携帯電話番号」を記入していただくとともに、問い合わせにはすみやかに対応していただきます
ようにご協力をお願いします。

＜令和３年度 小田原市陸上競技協会主催競技会の予定と申し込みしめきり日＞

○第１回小田原地区記録会
期 日 令和３年 ４月２５日（日）
申し込み 令和３年 ４月 ６日（火）１７時００分 必着

○小田原市選手権大会（中学生の参加は小田原市と足柄下郡の中学校）
期 日 令和３年 ５月２９日（土） ９時００分

５月３０日（日） ９時００分
申し込み 令和３年 ５月１１日（火）１７時００分 必着

○第２回小田原地区記録会
期 日 令和３年 ８月 ７日（土） ９時００分
申し込み 令和３年 ７月２０日（火）１７時００分 必着

○小田原地区小学生記録会
期 日 令和３年１０月１７日（日） ９時３０分
申し込み 令和３年 ９月２８日（火）１７時００分 必着

◎県西地区選手権大会
期 日 令和３年１０月２４日（日） ９時００分
申し込み 令和３年１０月 ５日（火）１７時００分 必着

○第３回小田原地区記録会
期 日 令和３年１１月２１日（日） ９時００分
申し込み 令和３年１１月 ２日（火）１７時００分 必着

○小田原市ロードレース・チームレース
期 日 令和３年１２月 ５日（日） ９時３０分
申し込み 令和３年１１月１６日（火）１７時００分 必着
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