第３４回山梨県小学生陸上競技会

１ ．主

催

山梨陸 上競技協 会・（株 ）山梨日 日新聞社 ・（株 ）山梨放 送

２ ．期

日

平成２ ６年１０ 月２５日 （土）
午前 ８時集合

午 前９時３ ０分競技 開始

３ ．会

場

山梨中 銀スタジ アム（補 助競技場 なし）

４ ．種

目

１００ ｍ男・女 （４・５ ・６学年 別，３年 生以下 オープン ）
８００ ｍ女（４ ・５・６ 年学年別 ）
１００ ０ｍ男（ ４・５・ ６年学年 別）
４×１ ００ｍＲ 男・女（ 共通）

８０ｍ ハードル 男・女（ 共通）

走幅跳 男・女 （４・５ ・６学年 別）

走高跳 男・女（ 共通）＝ ＜跳び方 は「はさ み跳び 」に限る 。また， 足から の着
地とす る。＞

ボール 投げ男・ 女（共通 ）

＜共通と は４～６ 年生共 通＞

５ ．参加制 限・資格
①小 学生以 上の男女 で自由参 加です 。（１００ ｍ３年 生以下は タイムレ ースと なります ）
②１ 人１種 目以内で す（リレ ーは除 く）。
③参 加料は １種目３ ００円， リレー は１チーム ６００ 円としま す。
④保 護者ま たは責任 者の同伴 が可能 な人に限り ます。
６ ．申 込 期 日

平成２ ６年９月 １９日（ 金）必着

７ ．申 込 場 所
山 梨陸協ホ ームペ ージから 「大会申 込書」を ダウンロ ードし ｅ-mailにて 申し込む こと。
折 り返し確 認メー ルを送り ます。
申 込先

nakaryou＠kai.ed.jp

中村亮二 宛

ま た，上記 申込書 を印刷し ，参加料 振り込み 用紙を添 付して 山梨陸協 宛に送付 するこ と。
〒400ｰ0024

甲 府市北口 2-14-14

山 梨陸上競 技協会
８ ．表

彰

宛

山梨 文化会 館東別館 内
Ｔ ＥＬ

０５５－ ２５１－ ４５８ １

１位～ ８位まで に賞状を ，１位～ ３位には メダル を贈りま す。
（ １００ｍ ３年生 以下の表 彰はあり ません ）

９ ．そ

の

他

①こ の大会 は，平成 ２６年度 日本陸 上競技連盟 規則に 従い実施 します。
②ト ラック 競技は， 申し込み 状況に よりタイム レース とするこ とがあり ます。
③ス パイク の使用は 自由です が，指 導者の責任 におい て安全に 注意して 使用し てくださ い。
④リ レー競 技におけ るテイク オーバ ーゾーン手 前の補 助ゾーン （１０ｍ ）の使 用を認め ます。
⑤80mHは， 高さ70cm，インタ ーバル 7m，スター ト～第 １ハード ルまで13mで ９台とし ます。
⑥ボ ール投 げは，ソ フトボー ル公認 １号球を使 用し， 助走は１ ５ｍ以内 としま す。
⑦ナ ンバー カードは 主催者が 用意し ます。
⑧参 加者の 大会中の 傷害につ いては ，応急の措 置を講 じますが ，その後 の責任 は傷害保 険の適応
範 囲内で 行います のでご承 知おき ください。
⑨本 大会に ついての お問い合 わせは 山梨陸上競 技協会 事務局ま でお願い します 。

