(一財)町田市体育協会

創立 70 周年記念

第 60 回町田市民体育祭陸上競技大会要項
競技会コード 17130926 ： 競技場コード：133240
１日時

平成 29 年 10 月 22 日（日）

２場所

町田市立陸上競技場

３主催

一般財団法人町田市体育協会

４主管

町田市陸上競技協会

５後援

町田市

午前 8：00 競技者受付開始
町田市野津田町 2035

午前 9：00 競技開始予定
℡０４２－７３５－４５１１

町田市陸上競技協会

公益財団法人東京陸上競技協会

６競技種目★登録者の部★
一般・高校男子(競技は分けて行います)
100m 400m 1500m 5000m 4×100mR 走幅跳 走高跳 砲丸投
中学男子(競技は各学年に分けて行います)
100m 1500m 走幅跳 走高跳 砲丸投
中学共通男子
400m 110mH(91.4cm/9.14m) 4×100mR
一般・高校女子(競技は分けて行います)
100m 3000m 4×100mR 走幅跳 走高跳 砲丸投
中学女子(競技は各学年に分けて行います)
100m 1500m 走幅跳 走高跳 砲丸投
中学共通女子
200m 100mH(76.2cm/8.00ｍ) 4×100mR
★市民の部★
一般男子
100m 1500m 5000m 走幅跳 砲丸投
シニア男子(40 歳代・50 歳代・60 歳以上)
100m 1500m 5000m 走幅跳 砲丸投
一般女子
100m 3000m 走幅跳 砲丸投
シニア女子(40 歳代・50 歳代以上)
100m 3000m 走幅跳 砲丸投
★小学生の部★
小学生 3 年以下男女
100m 走幅跳 ジャベリックボールスロー
小学生 4 年以上男女
100m 1000m 走幅跳 ジャベリックボールスロー
７規則

2017 年度日本陸上競技連盟規則および本大会申し合わせによるものとする。

８出場資格
登録者の部…町田市在住、在勤、在学のいずれかで 2017 年度東京陸上競技協会に競技者として登録している方
市民の部……町田市在住、在勤、在学のいずれかの方ならばどなたでも出場できます。
★登録者の部と市民の部を兼ねて出場はできません。ご注意ください。★
小学生の部…町田市在住、在学、クラブ所属のいずれかに該当する小学生

９参加料

①個 人 種 目 一般・シニア・高校 1000 円 中学生は 700 円、小学生は 300 円
リレー種目 一般高校中学各１チームにつき 2000 円
②1 人につき個人種目 2 種目まで参加できます。
③リレーのみ出場する場合は、リレーでの参加料にて徴収済みです。
なお、リレーは同一団体から男女とも 3 チームまで出場できます。
④町田市陸協会員は 500 円で、個人種目 2 種目まで参加できます。

10 申込手順 ★平成 29 年 9 月 22 日㈮必着厳守★

メールを利用しての申込みで受け付けます
①申込書の送信
町田市陸上競技協会ホームページ(http//www.machida-rkk.org)より「市民体育祭」の申込書をダウ
ンロードし、必要事項を入力のうえ、指定のアドレスに申込書を添付したメールを送信してくださ
い。(entry@machida-rkk.org)
②返信メールの受信 申込書を添付したメール送信後、返信メールが町田市陸協から送信されます。返
信メールが届かない場合は、下記問い合せ先までお願いいたします。
なおリアルタイムでの返信メールではありませんので、ご了承ください。
③参加料の払込 参加料は、ゆうちょ銀行備え付けの「電信振替請求書」で参加料(手数料は払込人払
い)を平成 29 年 9 月 1 日㈮から平成 29 年 9 月 22 日㈮までの消印有効で振り込んでください。
また、必要事項(ところ、なまえ、電話番号等)の記入を忘れずにお願いいたします。。
口座番号 記号１０１３０ 番号４９７３５４４１
受取人名前

町田市陸上競技協会

※電信振替領収書が参加料の領収書になります。
④ 申込期間
平成 29 年 9 月 1 日㈮から 9 月 22 日㈮必着
11 その他

（必ずお読みください）

①トラック競技は写真判定装置を採用し実施します。
②各種目上位 3 位まで表彰状を贈ります。小学生は出場者全員に記録証を発行します。
③申し込みに不備があったときは参加できません。
④必ず期限内に申し込みをしてください。
⑤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ません。
⑥申込書は登録者市民別、男女は申込時にわかるように記入してください。
⑦各申込書には児童、生徒は学年を忘れずに記入してください。
⑧本競技会では、競技者 1 名につき胸、背のナンバーカードを各 1 枚貸与します。
⑨使用する競技用靴のスパイクピンの数は 11 本以内で、長さ 9 ミリ以下を使用すること。
ただし、走高跳は 12 ミリ以下を使用すること。
⑩競技進行の都合上、3000m は 15 分、5000m は 27 分の制限時間を設け、時間が超えた場合は中止させるこ
とがあります。
⑪中学生のハードルの高さとハードル間は男子 91.4cm/9.14m、女子 76.2cm/8.00ｍで 行います。砲丸の重さ
は中学男子 5.000 ㎏、中学女子 2.721 ㎏、高校男子 6.000 ㎏、高校女子 4.000 ㎏、一般男子 7.260 ㎏、
一般女子 4.000 ㎏、シニア男子 40 歳代 6.000 ㎏、50・60 歳以上 4.000 ㎏、シニア女子 40 歳代 4.000 ㎏、
50 歳以上は 2.721 ㎏を使用します。
⑫市民の部と小学生の部のフィールド競技の試技は 3 回までとします。
⑬競技中の事故については、応急処置のみ行いますがその後の責任は負いません。
⑭個人情報については本競技会の業務に必要な事務処理に使用し関連事項の通知など 運営上におけるサービス
向上などに利用させていただきますのでご了承ください

⑮この大会は平成 30 年度市町村総合体育大会の選手選考を兼ねて行います。
⑯個人情報の取扱い
(1) 主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。
(2) 参加申込書に記載された氏名・所属団体名は大会プログラムに記載され、競技場内にアナウ
ンス等により紹介され、競技場内外の掲示板等に掲載されることがあります。
(3) 競技結果（記録）は大会プログラム掲載の個人情報とともに競技場内にアナウンス等により
紹介され、競技会内外の掲示板等に掲載されることがあります。また、町田市陸上競技協会
ホームページに掲載され、認められた報道機関等により新聞・雑誌及びホームページ等で公
開されることがあります。
⑰申込に際して、個人申込の場合には個人（保護者）の責任において、団体の場合は所属長（団体責任者等）
の承諾を得て申し込んでください。
12 この大会の問合わせはメールでお願いいたします。
問合せ先：mail@machida-rkk.org
担当者：町田市陸上競技協会 茂木

