２０２１年 横浜市民陸上競技大会要項
※新型コロナウイルス対応策について
横浜市陸上競技協会主催大会では、「感染リスクを軽減させた競技会運営に向けた対応について」に準拠し競技会運営
を行います。本協会ＨＰに掲載しておりますので、大会参加者の皆様は、必ず事前にお目通しいただき、感染症対策を
徹底したうえでのご参加をお願い致します。
また、今後の内容の更新に当たり、大会要項を更新する可能性がございます。予めご了承ください。
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横浜市市民局

３．後
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横浜地区高等学校体育連盟
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(一社)横浜市陸上競技協会

５．日

時

２０２１年 ４月１０日（土）１日目

９：００

競技開始

４月１７日（土）２日目

９：００

競技開始

４月１８日（日）３日目

９：００

競技開始

６．会

場

横浜市三ツ沢公園陸上競技場

７．種

目

◆一般男子の部(２１種目)

(一社)横浜市陸上競技協会

１００ｍ②．２００ｍ①．４００ｍ③．８００ｍ①．１５００ｍ③．５０００ｍ①．
１００００ｍ②．５０００ｍＷ①.１１０ｍＨ(1.067m/9.14m)③．４００ｍＨ(0.914m/35m)②．
３０００ｍＳＣ(0.914m)③．４×１００ｍＲ①．４×４００ｍＲ②③．走高跳②．棒高跳①．
走幅跳②．三段跳③．砲丸投(7.260kg)①．円盤投(2.000kg)②．やり投(0.800Kg)①．
ハンマー投(7.260Kg)③

◆一般女子の部(１９種目)
１００ｍ②．２００ｍ①．４００ｍ③．８００ｍ②．１５００ｍ③．５０００ｍ①．
５０００ｍＷ①. １００ｍＨ(0.838m/8.5m)③．４００ｍＨ(0.762m/35m)②．４×１００ｍＲ①．
４×４００ｍＲ②③．
走高跳③．棒高跳②．走幅跳②．三段跳③．砲丸投(4.000kg)③．円盤投(1.000Kg)②．
やり投(0.600Kg)①．ハンマー投(4.000Kg)③
※５０００ｍはプログラム編成上、一般男子と同時スタートの場合もある。

◆高校男子の部(２０種目)
１００ｍ②．２００ｍ①．４００ｍ③．８００ｍ①．１５００ｍ③．５０００ｍ①．
１１０ｍＨ(1.067m/9.14m)③．４００ｍＨ(0.914m/35m)②．３０００ｍＳＣ(0.914m)③．
５０００ｍＷ①. ４×１００ｍＲ①．４×４００ｍＲ②③．走高跳②． 棒高跳①． 走幅跳①．
三段跳③．砲丸投(6.000Kg)①．円盤投(1.750Kg)②．やり投(0.800Kg)①．
ハンマー投(6.000Kg)③

◆高校女子の部(１９種目)
１００ｍ②．２００ｍ①．４００ｍ③．８００ｍ②．１５００ｍ③．３０００ｍ①．
５０００ｍＷ①

１００ｍＨ(0.838m/8.5m)③．４００ｍＨ(0.762m/35m)②．４×１００ｍＲ①．

４×４００ｍＲ②③．走高跳③．棒高跳②．走幅跳①．三段跳②．砲丸投(4.000Kg)③．
円盤投(1.000Kg)②．やり投(0.600Kg)①．ハンマー投(4.000Kg)③

※ 上記①は第１日目、②は第２日目、③は第３日目の競技種目。

８．参加資格

2020 年度日本陸連登録者、また 2021 年度必ず登録する者で､横浜市内在住､在勤､在学者であること｡
（高校の部は、市内の高校とする）
中・高校生にあっては大会当日、部活動の顧問、または保護者、クラブの指導者等の引率があること。

９．参加制限

10．参 加 料

◆一般の部

出場種目制限なし｡（市内高校在学以外で、市内在住高校生も出場可）

◆高校の部

学校対抗とする｡

◆一般の部

１種目

８００円 ・

リレー

１０００円

◆高校の部

１種目

８００円 ・

リレー

１０００円

11．ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）料

１種目１校３名以内､ １人２種目以内

（リレーを除く）

一人３００円

・高校生で第１回横浜市記録会に出場した者は、ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）料は不要｡WEB 申込の際､
第１回横浜市記録会で取得したｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）番号を入力すること｡
・購入後は、2021 年の横浜市陸協主催・主管大会に使用できます。
尚、昨年度までのｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）は使用できない。

12．申込方法

≪以下、①～④の申込の手順をご確認ください。≫

①WEB 申込について
・WEB サイト（ニシ･スポーツの WEB サイト「https://nishi-nans21v.com/」）からの申込みです。
・推奨する WEB ブラウザは「Google Chrome」と「Internet Explorer 11 以上」です。
・競技会は「2021 年横浜市民陸上競技大会

一般の部」もしくは、「2021 年横浜市民陸上競技大会

高校の部」を選択して申込んでください。
・WEB サイトを開いて「参加団体様向けマニュアル」をクリックしていただくとマニュアル（PDF）が
表示されますので、横浜市陸上競技協会ＨＰのＷＥＢエントリの説明と合わせてご覧の上、申込を
をしてください。

横浜市陸上競技協会のホームページ「http://hamariku.jp/」

・申込みの基本的な概要は、次の４項目となります。
（１）ユーザー登録（学校・団体情報の登録です）
（２）競技者登録（選手の登録です）
（３）競技会申込（エントリーシートの作成とアップロードです）
（４）エントリーシート内の大会申込一覧表を印刷・押印の上、送付してください。その際、参加料
の振込み控えを同封すること。

・WEB サイトへの登録は、３月中旬より行えます。
【エントリーシート作成の注意点】
・今年度初めて出場する者は、入力シートのナンバー欄を必ず空欄にしてください。ただし高校生で
2021 第１回横浜市記録会に出場を申込んだ者は、割り振られた横浜市陸協ナンバーをナンバー欄に
入力してください。
・入力シートで、出場しない選手は、必ず消去してください。空白の行があっても構いません。
・学生の出場選手の学年は、新学年（2021 年度の学年）で入力してください。
・最高記録を入力する際、単位を間違えないでください。トラック競技の分は（ ： ）コロン、
秒は（ . ）ドット、フィード競技は（ m ）で、いずれも半角です。
・プルダウンで種目選択をする際、種目と最高記録に間違いがないかを必ず確認してください。
・大会申込一覧表のシートに直接入力したり、加工することは絶対にしないでください。
・エントリーシートをアップロードした際は、必ずアップロードできたかを確認してください。アップ
した際にＯＫボダンをクリックすると、アップできた選手名・種目・最高記録が画面に表示されます。
※以下、詳細はマニュアル及び横浜市陸上競技協会ＨＰを参照してください。

・問合せは、次のメールアドレスへお願いします。

entry2021@hamariku.jp

②参加料およびｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）代 振込先
参加料・ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）料は、下記の指定口座へ一括して払い込むこと。
その際に受け取った｢払込票｣又は、そのコピーを申込書類に同封のこと｡
同封されてないものは申込みを受付できない｡
【郵便局から】
《振 込 先》

口座番号

《加入者名》

一般社団法人

００２１０－８－１０５９２８
横浜市陸上競技協会

【銀行から】
《振 込 先》

ゆうちょ銀行

金融機関コード ９９００

店番０２９ 当座預金
《加入者名》

一般社団法人

口座番号

１０５９２８

横浜市陸上競技協会

※学校・団体での申込みは、必ず学校名・団体名でお願いしたい。

③提出書類
【大会申込一覧表と参加料の払込票の送付について】
・エントリーシート内の大会申込一覧表を印刷し押印の上 ､参加料払込票(コピー可)を同封して
申込むこと｡
・参加料払込票には大会名・団体名を必ず記入すること。
・封筒の表に「横浜市民陸上競技大会申込書在中」と朱書きすること。
・送付先
【一般の部】

〒232-0066

【高校の部】

横浜市南区六ツ川１－７３１
県立横浜国際高等学校内
℡

④提出書類の受付期間

２０２１年

山崎正俊

宛

０４５－７２１－１４３４

３月１６日（火）～ ３月２３日（火）必着

13．競技方法

２０２１年日本陸上競技連盟規則による。

14．表

各種目１位から３位まで賞状を授与する。高校男子、高校女子の優勝校に優勝杯、総合６位まで賞状

彰

を授与する。
15．そ の 他

①ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）は、主催者が用意したものを使用すること。安全ピンは各自用意すること。
紛失した人は、今年度最初に割り振られた番号を本部に伝え、市指定のｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）
（新
たに３００円で購入）の再発行を受けること。個人が作成したｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）の使用は認
めない。
②種目の後ろに、競技予定日が記載されているが、プログラム編成会議で変更になる場合がある。
③一般男子・高校男子棒高跳びの競技開始の高さは３ｍ２０から実施する。
④投擲用具、棒高跳用ポールは個人用を検査して使用できる。
⑤競技順序ならびに注意事項は、横浜陸協のホームページ(http://hamariku.jp)で確認すること。
（電話での問合せには応じられない。）
⑥申込み締切り以降は、いかなる理由でも参加申込みを受け付けない。
⑦特に書類不備のないように注意をすること。
⑧いかなる理由があっても、申し込み後の参加料の返金はしない。

⑨駐車場は有料である。
⑩ゴミは各自、持ち帰りの協力をお願いしたい。
（帰る途中、駅やコンビニにゴミ等捨てることのないよう注意していただきたい）
⑪競技中に発生した傷害や疾病は、医務室で応急処置を行うが、その後の責任は負わない。各自保険の
加入等事故等の対策を行い大会に参加のこと。
⑫高校の部

参加各校の顧問は、競技役員または補助役員をして頂きます。 競技開始１時間前

（８：００）までに必ず役員受付をしてください。
⑬新型コロナウイルス感染リスクを軽減させた 競技会運営に向けた対応について、横浜市陸協ホーム
ページに掲載しますので記載事項を必ず確認してください。競技会に関わる競技者・チーム関係者
（指導者 コーチ 部員 ）の方々は、この記載事項を遵守して競技会に参加してください 。
⑭大会主催者は競技会に関わるすべての人の感染に対するいかなる責任を負わない。
⑮緊急連絡等を横浜市陸上競技協会のホームページ(http://hamariku.jp)で行う場合がある。
ご確認いただきたい。
⑯今年度のマスターズ大会は、新型コロナウイルスの影響の為、中止とします。

［本大会についての問合せ先］
・横浜市陸上競技協会

［競技部］山崎正俊（横浜国際高校

℡０４５－７２１－１４３４）まで

横浜市陸上競技協会大会（主催・共催）における個人情報
及び肖像権に関わる取り扱いについて
横浜市陸上競技協会は、大会参加申込書を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱いに
関して以下のとおり対応します。
１

参加申込書に記載された個人情報の取り扱い
（１）大会プログラムに掲載されます。
（２）競技会場内で、アナウンス等により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（記録）等の取り扱い
（１）横浜市陸上競技協会の広報誌並びにホームページで公開されます。
（２）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。
（３）大会プログラム掲載の個人情報とともに、大会本部が作成する大会報告書（以下「報
告書」という）に掲載されます。
（４）新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されま
す。

３

肖像権に関する取り扱い
（１）認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書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）認められた報道機関等が撮影した映像が、中継又は録画放映されることがあります。
また、ＤＶＤ等に編集され、配布されることがあります。

４

大会本部（各専門部）の対応について
（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）参加申込書の提出により、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対
応させて頂きます。
（３）個人情報等の掲載又は公開等に関するご質問は、横浜市陸上競技協会事務局までご連
絡下さい。
《

連絡先・問い合わせ先

》

横浜市陸上競技協会事務局

米

持

眞

吾

まで

jaaf-yokohama@kuf.biglobe.ne.jp

