第７１回熊本市中長距離陸上競技選手権大会 兼
平成３０年度 都道府県対抗駅伝（中学男子・高校男子）県代表選手選考会
（公認大会・公認記録会）開催要項
１ 主催 熊本市陸上競技協会
２ 主管

（一財）熊本陸上競技協会

３ 後援 熊本市体育協会 熊本日日新聞社 RKK熊本放送
４ 記録会開催日（ 会場 えがお健康スタジアム 午前７～８時開場予定 ）
平成３０年１１月２４日（土）午前９～１０時開始予定
※開場時刻、開始時刻については、大幅な変更もありえます。
５ 競技種目（公認大会）
小学校男子 100ｍ 800ｍ 400ｍﾘﾚｰ 走幅跳
小学校女子 100ｍ 800ｍ 400ｍﾘﾚｰ 走幅跳
中学男子 100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 400ｍﾘﾚｰ
走高跳 走幅跳 砲丸投
中学女子 100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 400ｍﾘﾚｰ
走高跳 走幅跳 砲丸投
高校男子 100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 400ｍﾘﾚｰ
走高跳 走幅跳 砲丸投
高校女子 100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 400ｍﾘﾚｰ
走高跳 走幅跳 砲丸投
一般男子 100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 400ｍﾘﾚｰ
走高跳 走幅跳 砲丸投
一般女子 100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 400ｍﾘﾚｰ
走高跳 走幅跳 砲丸投
・自己最高記録を必ず入力
例）5000m 14 分 50 秒 → 145000 と必ず 100 分の 1 秒まで入力
例）100m 12 秒 3 の場合 12 秒 3 → 1230 と 100 分の 1 まで入力（ﾄﾗｯｸ全種目共通）
例）走幅跳 4m5cm の場合 4m05cm → 405 と cm 単位は、二桁で入力（ﾌｨｰﾙﾄﾞ共通）
・リレーについては、6 人以内編成とする。
・800m 以上の距離は、中長距離選手権の部として開催する。
（表彰あり、記録証なし）
・中長距離選手権の部以外は、市記録会の部として開催する。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。
（表彰なし、記録証あり）
※郡市対抗駅伝熊本市予選は、男子→１２月市ロード、１月県クロカン、高校クロカン
女子→１月県クロカン、高校クロカンを選考対象大会とします。
※都道府県予選に出場する人は、男中学生は、3000m、男高校生は、5000m に出場してください。
選考対象（男子中学生、男子高校生）
都道府県対抗駅伝選考に関する内容は、熊本陸上競技協会 HP をご覧ください。

６ 出場制限
県内外問わず、小学生から一般社会人まで誰でも参加出場することができます
１人２種目以内（リレ－を除く）
７ 参加料 （郵便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・大学生 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
が出来ない場合は、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は、手数料無料です。
※ 窓口での振込は、手数料が 540 円です。
※ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ（ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ）での振込は、月 5 回まで手数料無料です。
８ 申込みについて
締切日までに、所定の電子ファイル（エクセル.xls）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 3～4 日以内（申込〆切 1 週間前より半日～1 日以内、申込〆切当日
は、1～2 時間以内）に申込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、上記の範囲内に申込担当者からの返信が届かない場合、申し込みが出来
ていない可能性があります。その際は、申込担当者連絡先までお問い合わせください。不
備の場合、大会に参加出来ないことがありますのでご注意ください。
申込担当者連絡先 岡部 ℡090-3015-5917
９ 申込先
申込に際しては、原則として電子メール ( wccym574@yahoo.co.jp ) 岡部 宛て
申込担当者 岡部 ℡（ 090-3015-5917 ）
≪申込≫原則として電子メールでお願いします。
電子メールによる申し込みが出来ない場合は、下記携帯まで↓
※ 連絡先 熊本市陸上競技協会 浦本 ℡ ( 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 ）

１０ 申込締切
平成３０年１１月１５日（木）１２：００まで （日時厳守）
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
を設定しております。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。
１１ その他
・競技規則は、２０１８年（一財）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。
・市記録会の部出場者全員に、記録証を配布する。
（短距離、フィールド種目のみ）
・中長距離選手権の部は、３位まで入賞者に対して表彰があります。
（８００ｍ以上の種目）
・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。未登録者は、
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。
・大会中の事故の補償については、当該保険の範囲内となります。
・大会開催時のすべての肖像権は、熊本市陸上競技協会へ属します。
・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権は、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。販売方法は、業者の HP で必要な
写真を選んで購入する。但し、写真販売は、業者と参加者との契約であり、本協会は、ト
ラブル等については、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よろしくお願い申し上げます。
・未登録者の参加された時の記録については、公認記録とは、なりません。公認記録を取得す
るには、
（一財）熊本陸協（
（一財）日本陸連）への登録をお願いいたします。
・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。
・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。
・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。
よってフィールド種目との兼ね合いがある場合は、トラック優先となるため試技数が少なく
なる場合もある。また、８００ｍ以上の種目については、熱中症対策として夕方に集中して
実施する場合もある。
・都道府県対抗（男女）駅伝県代表選考会の詳細については、熊本陸上競技協会 HP 掲載の要
項を必ず熟読ください。
・申込み入力に関するお願い 自己最高記録を必ずご入力下さい。入力がなければ記録なしと
なり、番組編成上に不利な状況になりえます。ご協力お願いします。
例）100m 12 秒 3 の場合 12 秒 3 → 1230 と 100 分の 1 まで入力（ﾄﾗｯｸ全種目共通）
例）走幅跳 4m5cm の場合 4m05cm → 405 と cm 単位は、二桁で入力（ﾌｨｰﾙﾄﾞ共通）
・駐車場については、メイン駐車場に駐車してください。パークドーム駐車場、周辺道路、競
技場の周りは、駐車禁止です。調整池駐車場は、審判専用となります。
・サブトラック・雨天練習場は、使用可能です。ウォーミングアップにご使用ください。
・スタートリスト、競技日程ほかの発表は、随時変更になる場合があります。更新日時を確認
の上、最新情報を閲覧ください。

