
 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関し，以下の記載内容および別紙の留意点を熟読，了承した上で申し込み手続きを行って 

下さい。申し込みをした時点で記載内容について了承したものとみなします。 

徳島県強化投てき記録会要項 

主  催  徳島陸上競技協会 

 

期  日  第1回 2023年2月12日(日)雨天決行 受付  9時30分～ 競技開始 10時30分 申込〆切 2月3日(金)必着 

第2回 同  上       同  上 受付10時30分～ 競技開始13時       申込〆切     同 上 

第3回 2023年3月18日(土)同  上  受付  8時30分～ 競技開始 9時30分  申込〆切 3月3日(金)必着 

第4回 同  上      同  上 受付10時30分～ 競技開始13時        申込〆切     同 上 

 

会  場  鳴門・大塚スポーツパーク 第二陸上競技場（〒772-0047 鳴門市撫養町立岩字四枚61 ☎088-685-3131） 

 

種  目 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

※第1回と第2回および第3回と第4回は同一種目を実施するが，別の競技会として実施する。したがって，第1回と 

第2回の同一種目にエントリーできる（第3回，第4回も同様。ただし参加料もそれぞれのエントリーに対して発生する）。 

      

競技規則 本競技会は，2022年度日本陸上競技連盟競技規則及び競技注意事項により行う。 

 

参加資格 別紙「新型コロナウイルスに対する競技会参加に関する留意点とお願い」参照のこと。 

 

参加制限 1人が参加できる種目数は特に制限しない。 

 

参 加 料 県内登録者 ：中学生  700円   高校生  900円  一般 1,200円 （すべて1種目につき） 

 県外登録者 ：中学生 1,400円  高校生 1,800円  一般 2,400円 （すべて1種目につき） 

  

申込方法（１）徳島陸協ホームページより申込みファイルをダウンロードする。 

    （２）申込み〆切日までにメールで入力済みの申込みファイルを添付し tokujimunakata@yahoo.co.jpに送信する。 

    （３）印刷した申込みファイル（公印押印）を必ず下記まで送付する。 

〒771-1152 徳島市応神町中原38 学校法人 生光学園 春木宛 （携帯電話）090-7318-7881 

（４）最高記録は必ず記載すること。ない場合は「0」を記載すること。 

 

その他  （１）申込人数の状況により開始時間が変更する可能性があります。 

（２）アスリートビブスは所属都道府県陸協，中・高体連，地区学連の登録ナンバーを使用すること。  

     （３）競技中に発生した傷害・疾病については応急処置を行うがその後の責任は負わない。 

     （４）傷害保険については，必ず加入しておくこと。参加競技者は健康保険証（コピー可）を持参すること。 

     （５）封筒に申込大会名を朱書きのこと。 

     （６）参加料は大会当日受付にて納入すること。（申込時点で参加料が発生する。） 

（７）競技日程およびスタートリストは競技会3日前までに徳島陸協HPに掲載する。 

     （８）荒天等で競技会が中止となった場合でも参加料の返金はしない。 

     （９）投てき器具は競技場備え付けのものを使用する。 

     （10）申込者の連絡先は差し支えのない範囲で携帯電話等つながりやすい連絡先も記入すること。 

     （11）駐車場はスポーツパーク内の付設駐車場を利用すること。駐車場以外には絶対駐車しないこと。 

一般 
男子 砲丸投（7.260kg）・円盤投（2.000kg）・ハンマー投（7.260kg） 

女子 砲丸投（4.000kg）・円盤投（1.000kg）・ハンマー投（4.000kg） 

高校 
男子 

砲丸投（6.000kg／中3出場可）・円盤投（1.750kg／中3出場可）・ハンマー投（6.000kg／中3出場可） 

         中3出場可 → 訂正：中3・U20有資格者出場可  

女子 砲丸投（4.000kg／中3出場可）・円盤投（1.000kg／中3出場可）・ハンマー投（4.000kg／中3出場可） 

中学 
男子 砲丸投（5.000kg）・円盤投（1.500kg） 

女子 砲丸投（2.721kg）・円盤投（1.000kg） 

＊種目・県外登録者 参加標準記録 (高校) に訂正があります。【赤字表記】をご確認下さい。 



 
新型コロナウイルスに対する競技会参加に関する留意点とお願い 

 
 

今回の競技会につきましては，新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎ，競技会に関わる方(選手，監督，審判員，報道関係者等)
の安全確保のため，下記の点についてご協力いただきますようお願いいたします。 
 
 
1．2022年度日本陸上競技連盟登録者とし，徳島県外登録者も参加を認めるが，県外登録者は参加標準記録または，申込資格 

記録を突破している種目に限る。また、県内在住者(例：徳島県内の大学に在籍している学生等)は県外登録者でも県内登録 
者と同様の扱いとする。 

 
2．徳島県外登録者の公認の最高記録が下表の①参加標準記録または，②申込資格記録を突破していること。 

ただし，新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から，参加制限人数(ターゲットナンバー)を設定します。 
   また，参加制限人数(ターゲットナンバー)を超える場合，参加標準記録突破者を優先します。 

 
① 参加標準記録 ( 県外登録者 ) 

男子 
一般 高校・U20有資格者 中学 

標準記録 ﾀｰｹﾞｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ 標準記録 ﾀｰｹﾞｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ 標準記録 ﾀｰｹﾞｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ 

砲丸投 14m50 7 13m00 7 10m00 7 

円盤投 40m00 7 35m00 7 30m00 7 

ハンマー投 53m00 7 35m00 7   

 

女子 
一般 高校 中学 

標準記録 ﾀｰｹﾞｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ 標準記録 ﾀｰｹﾞｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ 標準記録 ﾀｰｹﾞｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ 

砲丸投 12m00 7 10m50 7 10m00 7 

円盤投 36m00 7 31m00 7 27m50 7 

ハンマー投 46m00 7 25m00 7   

 
  

② 申込資格記録一覧 男子 ( 県外登録者 ) 

実施種目(一般) 資格記録(高校) 

砲丸投 (7.260kg) 砲丸投 (6.000kg) 14m00 

円盤投 (2.000kg) 円盤投 (1.750kg) 40m00 

ハンマー投(7.260kg) ハンマー投(6.000kg) 55m00 

     

実施種目(高校) 資格記録(中学) 

砲丸投 (6.000kg) 砲丸投 (5.000kg) 13m00 

円盤投 (1.750kg) 円盤投 (1.500kg) 37m00 

ハンマー投(6.000kg) 砲丸投 (5.000kg) 11m00 

 
   申込資格記録一覧 女子 ( 県外登録者 ) 

実施種目(一般高校) 資格記録(中学) 

砲丸投 (4.000kg) 砲丸投 (2.721kg) 12m50 

ハンマー投(4.000kg) 砲丸投 (2.721kg) 10m00 

 
 
3．競技参加者は，2週間前からの健康管理を徹底し，大会当日に申込書と一緒に体調管理シートを必ず提出すること。 
 
4．新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から，参加制限人数(ターゲットナンバー)を設定します。 
 
5．新型コロナウイルスの感染拡大防止のために，選手・監督・役員(審判員) 以外の競技場(第二陸上競技場)への入場は禁止 

とする。（ 観戦は可 ） 
 

〈注記〉 

※異なるカテゴリーで同一種目に出場することは 

不可。 

【例】第1回で高校男子砲丸投と一般男子砲丸投に 

出場は不可。 

 

※第1回・第2回で異なるカタゴリーに申込する 

ことは可。 

【例】第1回で高校男子砲丸投，第2回で一般男子 

砲丸投に出場は可。 



 
6．参加者（選手･監督，引率者，報道関係者，審判･役員）は徳島陸協ホームページより【大会時／提出用】新型コロナウイルス

感染症についての体調管理シートを受付に提出して下さい。チェックシートは感染が発生した場合に備え，個人情報の取扱い
に十分注意して主催者が競技会終了後１ヶ月間保管します。また，参加者（同上）は徳島陸協ホームページより【大会後／個
人管理用】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシートをダウンロードし，競技会終了後2週間の健康チェ
ックを行ってください。チェックシートは各自で保管して下さい。感染したり，感染が疑われる場合は提出を依頼する場合が
あります。チェックシートは徳島陸協ホームページのトップページ内，Topics「競技場での新型コロナウイルス感染症への対
応について」のバナーの中にあります。 

   
7．以下の事項に該当する場合は，自主的に参加を見合わせて下さい。  

ア 体調がよくない場合。 
（例：37.5℃以上の発熱・咳・咽頭痛などの症状のある場合。その他，体調管理チェックシートの確認事項に該当する場合）  
イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 
ウ 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，地域等への渡航又は当該在住者との濃 

厚接触がある場合。 
 
8． マスクを持参して下さい。（競技を行っていない際や，会話をする際にはマスクを着用して下さい） 
 
9． こまめな手洗い，アルコール等（受付場所に設置する）による手指消毒を実施して下さい。 
 
10． 他の参加者，大会役員等との距離（できるだけ2m 以上）を確保して下さい。（ソーシャルディスタンスの確保） 
 
11． 観戦場所 (待機場所) や控室においては，隣人との密度を下げ，近距離での対策なしでの会話や発声・高唱は避けて下さい。 
 
12． 感染防止のために主催者が定めた措置を遵守し，指示に従って下さい。 
 
13．大会終了後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，上記競技会担当者まで速やかに報告して下さい。 

中高生の場合は，所属の代表者を通じて連絡して下さい。 
 
14．本協会は，競技会に参加するすべての方々の感染に対するいかなる責任も負いません。 
 
15. 今後の新型コロナウイルスに関する状況によっては，競技会の内容の変更，および開催中止・縮小を行うことがあります。 
  申込時および競技会前には徳島陸協HPを確認しておいて下さい。 
 
 
 
 
 


