
２０２１年度（令和３年度）熊本市陸上競技記録会開催要項 

 

１主催 熊本市陸上競技協会 

 

２後援 熊本陸上競技協会 熊本市スポーツ協会 熊本日日新聞社 RKK 熊本放送 

 

３記録会開催日 

① 第２６０回記録会 

２０２１年（令和３年）７月２４日（土）午前９：００～１０：００開始予定 

   （ 会場 熊本市水前寺競技場 午前７時～８時開場予定） 

② 第２６１回記録会 

２０２１年（令和３年）９月２５日（土）午前９：００～１０：００開始予定 

   （ 会場 熊本市水前寺競技場 変更 えがお健康スタジアム 午前７時～８時開場予定） 

    １６：３０競技終了予定、人数制限あり、申込を締切前に打ち切る可能性もあります。 

４競技種目 

小学 3年生以下（男女）50m 

小学 4年以上（男女）100m 400m ﾘﾚｰ 走幅跳 

小学全学年（男女）800m 

中学男子 100m 200m 400m 1500m 3000m 100H 110H 400m ﾘﾚｰ 走高跳 走幅跳 砲丸投 

中学女子 100m 200m 400m 800m 1500m 80H 100H 400m ﾘﾚｰ 走高跳 走幅跳 砲丸投 

高校男子 100m 200m 400m 1500m 3000m 5000m 400m ﾘﾚｰ 走高跳 走幅跳 砲丸投 

高校女子 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 400m ﾘﾚｰ 走高跳 走幅跳 砲丸投 

一般男子 100m 200m 400m 1500m 3000m 5000m 400m ﾘﾚｰ 走高跳 走幅跳 砲丸投 

一般女子 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 400m ﾘﾚｰ 走高跳 走幅跳 砲丸投 

リレーについては、6人以内編成とする。 

重さや高さの違いを伴わない中学、高校、大学、一般種目については、共通種目として行う 

  ※100m については、進行上、バックストレート側を使用する場合もある。 

 

５出場制限・資格 

県内在住者で小学生から一般社会人まで参加出場することができます。但し、中学生以上に

ついては、日本陸連の登録者であること。未登録者は、参加できない。 

１人１種目（リレ－を除く）以内 

 

６参加料  郵便（ゆうちょ銀行）振込でお願いします 

〇小学生 ６００円 



〇中学生・高校生 ８００円 

○一般・大学 ９００円 

〇リレ－１チ－ム １０００円 

郵便（ゆうちょ銀行）振込について 

① 郵便局から振り込む場合 記号 17180 番号 220671 

② 郵便局以外から振り込む場合 店番 718（普通）口座番号 0022067 

※口座名義は、①②共通で「熊本市陸上競技協会」です。 

フリガナ（クマモトシリクジョウキョウギキョウカイ） 

※ 振込人名は「代表者または監督名」でお願いします。代表者または監督名で振込が 

できない場合は、申込ファイル(.xls)の所属データシート内に振込名義、振込者連絡

先（携帯）を入力しておいて下さい。 

※ ATM にて郵貯カードでの振込、ダイレクトバンキング（ネットバンキング）での振込、

窓口振込の手数料は、申込者にてご負担ください。 

 

７申込みについて 

 

  ※メール申し込みについて（☆周知徹底☆） 

   規定日時以内に返信メールがない場合は、申し込み不成立です。必ず返信メールを確認し

てください。返信メール未確認での追加申し込みは、一切受け付けません。また、申し込

み日を過ぎての追加申し込みも一切受け付けしません。ご了承ください。 

 

締切日までに、所定の電子ファイル（Microsoft office Exceldata.xls or .xlsx）の申込様

式に記入し、電子メールにて申し込んでください。熊本市陸上競技協会ＨＰ 

（ http://www.kcrk.jp ） より大会申し込みファイルをダウンロードします。申し込みフ

ァイルに出場者データを入力、保存、その後、電子メールにデータを添付し送信してくださ

い。その際、所属団体名、担当者名、担当者連絡先を必ず本文に記載してください。 

※メール申し込み後、通常１週間以内（申込〆切 1週間前より 1日以内、申込〆切当日 

は、夜までに返信）に担当者より確認のメールが届きますので、必ず確認してください。申

し込み後、上記の範囲内に事務局からの返信が届かない場合、申し込みができていない可能

性があります。その際は申込担当者までお問い合わせください。不備の場合、大会に参加で

きないことがありますのでご注意ください。 

※スマートフォンやタブレット端末及び PC でも Microsoft office Excel 以外の互換性のあ

るソフトでの申込みは、不備の可能性が多くあり、申込み不成立となります。パソコン

（Microsoft office Excel data.xls or .xlsx）からの編集、保存、送信を行って下さい。 

※申込シートは、順次所属データから男子・女子の順番に入力願います。所属データの種別 



の選択ぜずに申し込みをされると男子・女子データに種目が表示されません。また、種目の

別大会のからのコピー、ペーストはお止めください。必ず種別の選択をされますようお願い

いたします。 

 

８申込先 

原則としてパソコンでの電子メール送信 ( wccym574@yahoo.co.jp ) 岡部 宛て 

           申込担当者連絡先 岡部 （ 090-3015-5917 ）平日 17:00～ 

 

≪申込≫原則としてパソコンでの電子メール送信でお願いします。 

パソコンでの電子メール送信による申し込みができない場合は、下記携帯まで↓ 

   ※ 連絡先 熊本市陸上競技協会 浦本 携帯( 080-8390-1048 )へご連絡下さい。 

事務局：〒862-0971 熊本市中央区水前寺５－２３－３水前寺競技場内 

          熊本市陸上競技協会  （ ℡＆Fax 096-382-7800 ） 

  ※申込ファイルをスマートフォンやタブレット端末での編集や互換性のあるソフトによる申

し込み編集によって申込みデータがサーバーに取り込めない不備が発生しております。PC

での申し込み編集については、MicrosoftofficeExcel によるもののみとさせていただきま

す。どうしてもスマホやタブレットしかない方は、 後の手段として以下より申し込みす

ることもできます。こちらについては、申し込みの 後の手段としてお考え下さい。よろ

しくお願いします。 

 

   申込先（スマホやタブレットしか持っていない申込の 後の手段） 

   ↓ 

 https://forms.gle/HaG9froQ2QbUpEbt9 

 

（申込 後の手段、読み取り QR コード） 

 

９申込締切（日時厳守） 

  第２６０回→令和３年（２０２１年） ７月１５日（木）１２：００まで 

  第２６１回→令和３年（２０２１年） ９月１６日（木）１２：００まで 

  ※２６１回については、１６：３０競技終了のため、人数制限で締め切り前に申し込みを打



ち切る可能性もあります。ご了解願います。 

  選手の皆様のコンディション把握や大会運営、準備などぎりぎりの日時において締切を設定 

し、できるだけ早いタイミングでスタートリスト及び競技日程をホームページにアップを心 

がけております。他の皆様にも閲覧遅延でご迷惑をおかけする可能性もありますので、上記 

の日時を過ぎての申込（メール送信）は、一切受付できません。ご協力お願い致します。 

 

１０その他 

  ・競技規則は、２０２１年日本陸上競技連盟規則および本大会申し合わせ事項による。 

  ・出場者全員に、記録証を配布する。 

・ナンバーカードについては、本年度の登録番号を使用してください。小学生は、腰ゼッケ

ンのみを召集時にもらい、付けて出走してください。ゴール後返却願います。 

・大会ライブ配信のため、すべての肖像権は、熊本市陸上競技協会へ帰属する。 

・未登録者については、参加できません。未登録者については、熊本陸協ホームページをご

覧ください。選手登録２０００円がかかります。また、団体登録は、５名以上から登録で

きます。締切 令和３年１２月まで 

・大会本部では、ナンバーカード用の布を販売しています。1 枚１００円安全ピン付きで販

売しています。 

・選手は、事前に健康診断を受ける等、自己の健康に留意のうえ、参加してください。 

競技中に発生した傷害や事故等については、加入する保険の範囲内で補償致します。 

  ・大会開催時の映像・写真・記事・記録等の新聞・テレビ・インターネット・チラシ・ 

パンフレットその他の媒体等への掲載件は、熊本市陸上競技協会に属します。 

・カメラマンによる大会中の写真撮影を行ない、販売する。よって大会期間中の写真すべて 

の肖像権は、熊本市陸上競技協会へ帰属する。販売方法は、業者の HP にアクセスし、必要

な写真を選んで購入する。但し、写真販売は、業者と参加者・購入者との契約であり、本

協会は、トラブルなどについては、一切関与しません。了解の上、購入願います。 

・公式ホームページ、公式フェイスブック、公式ツイッターでの氏名、所属、記録、画像、 

映像の公開やライブ配信やカメラマンによる撮影は、陸上普及推進事業のひとつであり 

肖像権やプライバシーの侵害をする目的ではありません。趣旨をご理解の上、納得のいか 

ない場合は、申込されませんようお願いいたします。 

・プログラムは、一部３００円で大会受付にて販売しております。限定１５０部、無くなり 

しだい販売終了いたします。ご了承願います。 

  ・重さや高さの違いを伴わない中学、高校、大学、一般種目については共通種目として行う。 

  ・仮の競技日程は、あくまでも予定であり、参加人数によって大幅に変更になる場合もある。

また、夏季開催における３０００ｍ以上の種目については、熱中症対策として日中に時間

がずれる場合は、一番 初の種目に入れ替える場合もある。 



  ・申込ファイルの入力の際、ファイル（エクセル.xls）の所属データシートの所属種別の選

択をスクロールダウンで選択後、男女シートの順番で入力されますようよろしくお願いい

たします。選択せずに男女シートに入力しようとしても種目は表示されません。①所属デ

ータ、②男子シート、③女子シートの順番で、すべて入力、選択されますようよろしくお

願いいたします。同所属での種別の違う選手の入力についても、同じように 初から行う

ようにしてください。前のデータを使用することで、データが残っている状態で消去せず

に入力した場合、二重登録となる場合があります。参加者のミスでの申し込みの修正、変

更は、受け付けることができません。入念に確認した上で申し込みされるようお願いした

します。 

・種目の入力に際しましては、コピー、ペーストはおやめください。特に、別大会のデータ

からそのままコピー、ペーストされますとデータを読み取ることができず、大会に参加で

きない場合や番組編成で不具合を起こす場合があります。こちらについても修正、変更は

受け付けることができません。入念に確認した上で申し込みされるようお願いしたします。 

・いったん申し込みをされますとその後の修正や変更は、原則的に行っておりません。修正

や変更がないように細部まで確認したうえで申し込みされますようお願いいたします。ま

た、追加については、追加する選手だけをお送りください。いったん申し込みをされたデ

ータに引き続き、入力され、送信されますと二重登録（申込）のとなります。お間違えに

ならないようお願いします。 


