2022.9.2更新

大会要項
新型ウイルス感染症対策および写真撮影の規制について
本競技会は「陸上競技活動再開についてのガイダンス」ならびに「アスレチックスチャレンジカップ2022
新型ウイルス感染症対策および写真撮影規制について」（別に定める）に準拠し競技会運営を行います。
https://www.jaaf.or.jp/on-your-marks/

●陸上競技活動再開についてのガイダンス：日本陸上競技連盟HP

参加者および来場者の皆様は上記ガイダンス・指針へのご理解、ご協力のほどよろしくお願いたします。
また、今後ガイダンスの更新に当たり、大会要項を変更する可能性がございます。予めご了承ください。
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〒950-0933 新潟市中央区清五郎67-12

℡ 025-287-8811

★グランプリ種目（計20種目）
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☆チャレンジ種目（ノングランプリ）
【男
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円盤投

小学3･4年100ｍ
【女

子】 3000m

5000m

小学5･6年100ｍ

小学生4×100mR

円盤投

小学3･4年100ｍ

小学5･6年100ｍ

小学生4×100mR

※女子円盤投については、CTブロンズカテゴリーの種目として実施
◆競技実施日
【１日目

１０月１日（土）】

男子ＧＰ：800m

5000m

女子ＧＰ：800m

5000m

10000m

男子チャレンジ：3000m

5000m

円盤投

女子チャレンジ：3000m

5000m

円盤投

【２日目

（予定）

株式会社廣瀨

7 期

目

新潟県教育委員会

公益社団法人新潟県観光協会

株式会社セキノ興産

北陸実業団陸上競技連盟
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１０月２日（日）】

男子ＧＰ：200m

400m

1500m

400mH

走高跳

走幅跳

砲丸投

女子ＧＰ：200m

400m

1500m

400mH

走高跳

砲丸投

やり投

やり投

男子チャレンジ：小学3･4年100ｍ

小学5･6年100ｍ

小学生4×100mR

女子チャレンジ：小学3･4年100ｍ

小学5･6年100ｍ

小学生4×100mR

（予定）

10 競技規則

(1) 2022年度日本陸上競技連盟競技規則および、競技会における広告および展示物規程、
並びに本大会申し合せ事項による。
(2) WACTブロンズ該当種目については2022年度WA競技規則を適用する。
広告規程でもWA規則に準ずる。
(3) ハードル種目の高さ ：男子400mH(914mm)，女子400mH(762mm)
投擲種目の重さ

：男子砲丸投(7.260kg)，男子円盤投(2.000kg)，男子やり投(800g)
女子砲丸投(4.000kg)，女子円盤投(1.000kg)，女子やり投(600g)

11 参加資格

2022年度日本陸上競技連盟登録競技者に限る（小学生を除く）。
〔グランプリ種目〕
(1) 以下の期間に【別表】に定める本競技会参加標準記録を満たした競技者。
参加標準記録有効期間：2021年1月1日（水）〜2022年8月28日（日）
※ 各種目の出場可能な人数をターゲットナンバーとして設定する。エントリー数でターゲット
ナンバーを超えることが生じた場合は、上記の参加標準記録を有する競技者であっても
参加を制限されることがある。
※ ＧＰの男子5000m及び10000mにエントリーした選手は、ターゲットナンバーから漏れた場合,
チャレンジレース(3000m又は5000mの選択)に出場することができる。
※ ＧＰの女子5000mは、5000mの参加標準記録による申込数がターゲットナンバーに満たなかった
場合のみ、3000mの参加標準記録による申込者から選出する。
※ ＧＰの女子5000mにエントリーした選手は、ターゲットナンバーから漏れた場合、チャレンジ
レース(3000m又は5000mの選択)に出場することができる。
(2) 主催が推薦・承認する競技者は出場を認める。
(3) 男子5000m、男子10000m、女子5000mの外国籍競技者は申込記録の上位2名がGPレースに出場できる。
※ ＣＴブロンズ規程において、外国籍競技者の同一国籍の出場は4名までに限られているため、
ペースメーカーの他に記録上位2名の外国籍競技者をGPレースに受け入れる。
〔チャレンジ種目〕
(1) ターゲットナンバーを上限に申込記録上位者を選出する。
申込記録有効期間：2021年1月1日（水）〜2022年8月28日（日）
※ 小学生種目については以下の期間を申込記録有効期間とする。
申込記録有効期間：2021年1月1日（水）〜2022年9月4日（日）

12 申込方法

〔グランプリ種目/チャレンジ種目(一般)〕
JAAF 日本陸連新エントリーシステム（プロトタイプ）で申し込みを受け付ける。
エントリーサイト： https://athleticfamily.jaaf.or.jp/
(1) 団体管理者・個人」もしくは保護者がエントリー可能。
学連登録者・一般登録者は、団体管理者もしくは個人のどちらかでエントリーすること。
中学生・高校生は団体管理者がエントリーすること。
(2) 申込の際、記録欄には陸マガ記録室（陸連公認記録）に掲載されている情報が自動的に
入力されるが、正しい情報が自動入力されない場合は参加標準記録を証明する文書を提
出すること。その際、日付・種目・大会名・公認記録が記載されていること。
届かない場合、出場を認めない。
(3) エントリー期間：２０２２年８月５日(金)～９月８日（木）２３：５９
〔チャレンジ種目(小学生)〕
アスリートランキングで申し込みを受け付ける。
エントリーサイト： https://games.athleteranking.com/
(1) IDのある団体および競技者は必ず申し込み担当者のメールアドレスを登録してエントリー
すること。
(2) IDのない団体および競技者は「IDなしエントリー」から申し込むこと。
(3) 資格記録は参加資格(〔チャレンジ種目〕(1))を満たした公認記録を入力する。
(4) エントリー期間：２０２２年８月５日(金)～９月９日（金）２３：５９

13 参加料

(1) グランプリ種目：8,000円/種目
(2) チャレンジ種目：5,000円/種目
※ 新潟陸協登録者は3,000円/種目とする
【支払方法】
銀行振込とし、振込先は下記口座とする。
第四北越銀行

姥ケ山(ｳﾊﾞｶﾞﾔﾏ)支店

一般財団法人新潟陸上競技協会

普通預金 5020606

代表理事

大橋 誠五

※ 参加料の振込は9月16日（金）に公開予定のエントリーリスト確定後に行ってください。
※ 参加料の振込名義は「所属チーム名」でお手続きを行ってください。

14 招待競技者 2022日本グランプリシリーズ大会要項ならびに本競技会申し合わせ事項による。
15 賞

金

各グランプリ種目の1~3位入賞者に、賞金を進呈する。

16 表

彰

各種目1~3位までにはメダルと賞状、4~8位には賞状を授与する。

17 欠場について
欠場する場合は、欠場が決定した時点でただちに欠場届に必要事項を記入し、新潟陸上競
技協会にメールまたはFAXで届け出ること。
一般財団法人新潟陸上競技協会
【TEL】025-257-7636
【E-mail】nrkk@guitar.ocn.ne.jp

【FAX】025-257-7691

18 体調管理チェックの申請について
競技会前後の体調管理には「テレサ-体温記録活用アプリ-」を使用します。
参加競技者およびチーム関係者は9月24日（土）～10月2日（日）の検温および問診の入力を
行ってください。9月30日（金）までの検温および問診は、9月30日（金）13:00までに行ってください。
※アプリは以下からダウンロードできます。
【iPhone用】

https://apps.apple.com/jp/app/id1527208310

【Android用】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teresa_app.v02

19 公式練習
公式練習日：10月1日（土）10:00～19:30＠デンカスワンフィールド（補助競技場）および屋内練習場
10月2日（日）7:00～18:00＠デンカスワンフィールド（補助競技場）および屋内練習場
※ 詳細は競技注意事項をご覧ください。
20 選手受付

21 個人情報

時間

場所

10月1日

9:00 - 18:00

デンカビッグスワンスタジアム選手受付

10月2日

7:00 - 16:00

デンカビッグスワンスタジアム選手受付

(1) 主催者は個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に
基づいて個人情報を取り扱う。なお、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラ
ム編成会議及び作成、記録発表、公式ホームページその他競技運営及び競技に必要な
連絡等に利用する。
(2) 本大会はインターネット上で動画配信を行う。
(3) 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、日本陸連及び日本陸連が承認した
第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料・グ
ッズ制作・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することが
ある。
(4) 出場競技者の名前及び所属をプログラム及び新聞等に記載する。

22 ドーピングコントロール
(1) 本競技会は、ワールドアスレティックス

アンチ・ドーピング規則および規程、もし

くは日本アンチ・ドーピング規程に基づく競技会（時）ドーピング検査対象大会であ
る。競技会（時）検査は大会前日23時59分から検査が終了するまでの期間であり、尿
又は血液 （或いは両方） の採取が行われる。検査該当者は検査員の指示に従って検
査を受けること。
(2) 競技会（時）検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要となる。顔写
真のついた学生証、社員証、運転免許証、または顔写真が鮮明なパスポートコピーな
どを持参すること。

(3) 本競技会参加者（18 歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーし
た時点で日本アンチ・ドーピング規程に従いドーピング検査の対象となることに同
意したものとみなす。18 歳未満の競技者については、本競技会へのエントリーによ
り、親権者の同意を得たものとみなす。
(4) 上記（3）にかかわらず本競技会に参加する 18 歳未満の競技者は、親権者が署名し
た同意書を大会に持参すること。親権者の同意書フォームは、日本アンチ・ドーピン
グ機構（JADA）のウェブサイトからダウンロードできる。18 歳未満の競技者はドー
ピング検査の対象となった際に、親権者の署名した当該同意書を担当検査員に提出す
ること。なお、親権者の同意書の提出は 18 歳未満時に 1 回のみで、当該同意書の
提出後に再びドーピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをド
ーピング検査時に申し出ること。ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出
ができない場合、検査後 7 日以内に JADA 事務局へ郵送にて提出すること。ドーピ
ング検査実施時に親権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピング検査手続に
一切影響がないものとする。

○日本アンチ･ドーピング機構JADA： https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html
(5) 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種
類を問わず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等
個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することができなかった場合等は、ア
ンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断
された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるの
で留意すること。
(6) 競技会（時）・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、
競技/運動終了後 2 時間の安静が必要となることがあることに留意すること。
(7) ＴＵＥ申請について
禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得な
い競技者は“治療使用特例（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細については、
日本陸上競技連盟医事委員会のウェブサイト、又はJADAのウェブサイトを確認するこ
と。禁止物質・禁止方法についてTUEが付与されている場合には、その証明書（コピー
で可）をドーピング検査の際に検査員へ提出すること。
○日本陸上競技連盟医事委員会：

https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical

○日本アンチ・ドーピング機構： http://www.playtruejapan.org/

(8) 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、JADAの
ウェブサイトにて事前に確認すること。
23 競技場内で着用できる衣類と持ち込める物品について
競技会における広告および展示物規程により、競技場内で着用できる衣類等に掲出できる
製造会社名/ロゴ、スポンサー名/ロゴの大きさ、数については下記の様になっている。
〔国際〕と〔国内〕で掲出できる数とサイズが異なるので特に、WACTブロンズ種目出場者
は注意すること。事前に確認し準備しておくこと。違反した場合にはテープ等でマスキン
グ処置を行う。
〈アスリートキット〉
(1) 競技用の衣類（トップス、ベスト、パンツ、レギンスなど）、ウォームアップ用の
衣類、セレモニーキット、トラックスーツ、Ｔシャツ、スウェットシャツ、スウェ
ットパンツ、レインジャケット
〔WACTブロンズ種目/国際規程〕
〇 上衣 下衣 〔それぞれ〕
＊スポンサー名/ロゴは上下全く同一のものでなければならない。
・ 製造会社名/ロゴ

： 1つ/一箇所 40㎠（高さ5cm）まで

・ スポンサー名/ロゴ： 2つ/二箇所 それぞれ40㎠（高さ5cm）まで
スポンサー名/ロゴのうち1つ/一箇所を、次のいずれかに変更できる
〔所属団体名/ロゴ〕または〔学校名/ロゴ〕： 一箇所 40㎠（高さ5cm）まで

(2) 競技者が着用するあらゆるその他のアパレル（靴下、ヘッドギア、帽子、ヘッドバ
ンド、手袋、アームバンド、メガネ、サングラス etc）
・ 製造会社名/ロゴ

： 1つ/一箇所 6㎠（高さ3cm）まで

＊メガネおよびサングラスについては、製造会社名/ロゴを二箇所掲出できる
〔国内規程〕
〇 上衣 下衣 〔それぞれ〕
＊スポンサー名/ロゴは上下全く同一のものでなければならない。
・ 製造会社名/ロゴ

： 1つ/一箇所 40㎠（高さ5cm）まで

・ スポンサー名/ロゴ： 1つ/一箇所 40㎠（高さ5cm）まで
・ 所属団体名/ロゴ または 学校名/ロゴ：
〔所属団体名/ロゴ〕
上衣 前後 各一箇所 ＊長さは問わないが、高さは 前：5cm、後ろ：4cm まで
下衣 一箇所 ＊長さは問わないが、高さは 5cmまで
〔学校名/ロゴ〕 上衣・下衣 大きさの規制なし
(2) 競技者が着用するあらゆるその他のアパレル（靴下、ヘッドギア、帽子、ヘッドバ
ンド、手袋、アームバンド、メガネ、サングラス etc）
・ 製造会社名/ロゴ： 1つ/一箇所 6㎠（高さ3cm）まで
＊メガネおよびサングラスについては、製造会社名/ロゴを二箇所掲出できる
・ 所属団体名/ロゴ または 学校名/ロゴ： 1つ/一箇所
〔所属団体名/ロゴ〕6㎠（高さ3cm）まで
〔学校名/ロゴ〕 大きさの規制なし
〈個人の所有物およびアクセサリー〉
〔WACTブロンズ種目/国際規程〕
(1) タオル バッグ
・ 製造会社名/ロゴ： 1つ/一箇所 40㎠まで（高さ5cm）
・ スポンサー名/ロゴ または 競技者名/競技者個人のハッシュタグ：
2つ/二箇所 それぞれ40㎠まで（高さ5cm）
＊バッグについては、スポンサー名/ロゴのうち1つ/一箇所を、次のいずれかに変更
できる
〔所属団体名/ロゴ〕または〔学校名/ロゴ〕： 1つ/一箇所 40㎠（高さ5cm）まで
〔国内規程〕
(1) タオル バッグ
・ 製造会社名/ロゴ： 1つ/一箇所 40㎠（高さ5cm）まで
・ スポンサー名/ロゴ または 競技者名/競技者個人のハッシュタグ：
2つ/二箇所 それぞれ40㎠（高さ5cm）まで
＊バッグについては、スポンサー名/ロゴのうち1つ/一箇所を、次のいずれかに変更
できる
〔所属団体名/ロゴ〕 長さは問わないが高さは5cmまで
〔学校名/ロゴ〕 大きさの規制なし
〔WACTブロンズ種目/国際規程〕〔国内規程〕共通
(2) 飲料ボトル
・ ドリンクの提供者、製造会社、および（または）アスリートスポンサー名/ロゴ：
2つ それぞれ40㎠（高さ5cm）まで
＊ペットボトルを持ち込む場合はラベルをはがすこと。
24 競技用靴について
競技者が使用するシューズ（スパイク、ランニングシューズ含む）についてはWAテクニ
カルルール第5条（競技規則第TR5）の改定ルールを適用する。
靴底の厚さは、800m未満の種目は20mm、800m以上の種目は25mmまでとする。

※詳細は日本陸連ＨＰ参照： https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/
25 本競技会の観戦について
(1) 観戦は、テレサによる事前申し込みをした方に限る。
(2) 来場者の事前体調チェックおよび身元情報の確認のため、観戦を希望する方は「19 体調
管理チェックの申請について」と同様にテレサを利用して9月24日（土）～10月9日（日）
の検温および問診の入力を行い、当日に入場コードを提示する。

(3) 観客席からカメラ等の撮影機器を用いて撮影を希望する場合は、撮影申請書をご記入の上、
撮影許可シールを衣服の見えやすい位置に必ず貼付する。
※ 入場料は無料とする。
26 その他

大会本部ホテルは次の通りとする。（予定）
新潟グランドホテル
〒951-8052

https://www.ni-grand.co.jp/

新潟市中央区下大川前通3ノ町2230番地

[TEL] 025-228-6111
27 大会事務局・問い合わせ先
株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ
〒951-8131

新潟市中央区白山浦1丁目614-5

[TEL]025-201-7666

白山ビル7F

[FAX]025-201-7656

※欠場届は上記「17 欠場について」新潟陸上競技協会宛てにお送りください。

【別表】参加標準記録および参加人数

★グランプリ種目
男子
参加標準記録
21.35
400m-47.80
300m-33.89
1:50.95
3:48.00
13.55.00
28.45.00
51.50
2.12
7.65
16.60
72.50
☆チャレンジ種目
男子
ターゲットナンバー

2022.8.4更新

種目
(ターゲットナンバー)

200m
(24)
400m
(24)
800m
(24)
1500m
(24)
5000m
(28)
10000m
(28)
400mH
(24)
走高跳
(12)
走幅跳
(12)
砲丸投
(12)
やり投
(12)

女子
参加標準記録
24.75
56.60
2:10.80
4:24.50
16:10:00

61.60
1.70

14.10
52.50

種目

女子
ターゲットナンバー

54名（最大2組）

3000m

54名（最大2組）

54名（最大2組）

5000m

54名（最大2組）

12名

円盤投

12名

小学3･4年：80名（最大10組）
小学5･6年：80名（最大10組）

100ｍ

小学3･4年：80名（最大10組）
小学5･6年：80名（最大10組）

小学3～6年：24チーム（最大3組）

4×100ｍR

小学3～6年：24チーム（最大3組）

【参加資格】
2022年度日本陸上競技連盟登録競技者に限る（小学生を除く）。
〔グランプリ種目〕
(1) 以下の期間に【別表】に定める本競技会参加標準記録を満たした競技者。
参加標準記録有効期間：2021年1月1日（水）〜2022年8月28日（日）
※ 各種目の出場可能な人数をターゲットナンバーとして設定する。エントリー数でターゲットナンバーを
超えることが生じた場合は、上記の参加標準記録を有する競技者であっても参加を制限されることがある。
※ ＧＰの男子5000m及び10000mにエントリーした選手は、ターゲットナンバーから漏れた場合,チャレンジ
レース(3000m又は5000mの選択)に出場することができる。
※ ＧＰの女子5000mにエントリーした選手は、ターゲットナンバーから漏れた場合、チャレンジレース
(3000m又は5000mの選択)に出場することができる。
(2) 主催が推薦・承認する競技者は出場を認める。
(3) 男子5000m、男子10000m、女子5000mの外国籍競技者は申込記録の上位2名がGPレースに出場できる。
※ ＣＴブロンズ規程において、外国籍競技者の同一国籍の出場は4名までに限られているため、ペースメーカー
の他に記録上位2名の外国籍競技者をGPレースに受け入れる。
〔チャレンジ種目〕
(1) ターゲットナンバーを上限に申込記録上位者を選出する。
申込記録有効期間：2021年1月1日（水）〜2022年8月28日（日）
※ 小学生種目については以下の期間を申込記録有効期間とする。
申込記録有効期間：2021年1月1日（水）〜2022年9月4日（日）

