
セイコーゴールデングランプリ陸上２０２０東京への参加等対応について 

山梨陸上競技協会強化委員会 

（中学校担当） 

 令和２年７月３１日（金）日本陸上競技連盟より「～未来のスターたちに希望と成長の舞

台を！～『セイコーゴールデングランプリ陸上２０２０東京～ライジングスター陸上～』」

開催のお知らせが発表されました。これを受け、本協会強化部で検討を行い、次のように対

応することといたしました。 

 なお、この決定を行うにあたり、「発表から申し込み締め切りまでの期間が短いこと。」「８

月８日、９日に中学校総合体育大会陸上競技の部が行われること。」「新型コロナウイルス感

染症対策が必要なこと。」などの状況を踏まえ、総合的に判断し、可能な限り大会の趣旨に

沿うことができるよう配慮いたしました。どうぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１．選手の選考方法 

 〇選手選考については、令和元年度の公認大会成績の結果と令和２年度２０２０年８月

９日までに行われた公認の大会結果で各種目の出場割り当て人数を選考することとし

ました。 

 〇対象学年、大会種目、各都県の割り当て人数 

  ＊対象学年は、全種目とも令和２年度の中学校３年生。 

  男子：100ｍ（10人）、110ｍＨ（10人）、1500ｍ（6人）、走幅跳（3人） 

  女子：100ｍ（10人）、100ｍＨ（10人）、1500ｍ（6人）、走幅跳（3人） 

 

 【具体的な選考方法】 

  ①令和元年度山梨県小中学生記録集（山梨陸上競技協会小中学生強化部）に記載されて

いる上記の各種目で、２年生ランキングにおいて割り当て人数の順位を選考基準記

録とします。（下記のとおりで同記録も含む） 

   男子：100ｍ（12”16）、110ｍＨ（18”46）、1500ｍ（4’32”46）、走幅跳（5m77） 

   女子：100ｍ（13”47）、100ｍＨ（17”82）、1500ｍ（5’08”93）、走幅跳（4m98） 

  ②上記記録集で令和元年度に選考基準記録を上回っている記録と令和２年度の指定期

間に行われた大会の公認記録で選考基準記録を上回った記録を合わせ、上位から各

種目の割り当て人数の順位までの記録保持者を本県の代表として選考します。 

  ③大会参加希望者は、参加申込書「別紙様式１」に必要事項を記入し、下記の申し込み

方法で申し込んでください。申し込みがない場合は、記録を上回っていても出場でき

ません。 

  ③最終選考後に辞退者が出た場合も、繰り上げの措置は行いません。 

  ④選考は、家庭の責任において大会会場の新国立競技場に安全かつ適切に送迎ができ

る家庭の選手であることとします。 

 



２．参加希望選手の申し込み方法 

    参加を希望する選手は、日本陸連ホームページから「～未来のスターたちに希望と

成長の舞台を！～『セイコーゴールデングランプリ陸上２０２０東京～ライジング

スター陸上～」の大会要項を確認し、参加資格があるかを確認してください。特に新

型コロナウイルス感染症に伴う注意事項の参加制限規定に該当する場合は参加でき

ないので注意してください。 

  ※申し込みをしたことで本大会に出場できるわけではありません。選手選考がござい

ます。御注意ください。 

  Ａ：８月７日（金）17:00までに申し込みを行う場合 

     「別紙様式１」を下記にＦＡＸ送信する。 

      ⇒ＦＡＸ０５５３－２０－２５３３ 塩山北中学校 樋 泉生 委員長あて 

   （原本は８月２０日（木）までに郵送等で「〒404-0031 甲州市塩山上栗生野１３３  

塩山北中学校 樋泉生」あて必着で届けてください。事前に参加意向を確認したい

ため、できるだけＦＡＸ申し込みのご協力をお願いします。） 

  Ｂ：８月７日（金）17:00以降に申し込みを行う場合 

     「別紙様式１」を８月８日（土）９：００～１７：００ 

または８月９日（日）９：００～１５：００の間に小瀬スポーツ公園

山梨中銀スタジアムで行われている、山梨県中学校総合体育大会陸上

競技の部大会本部の樋泉生委員長に提出する。 

  ※Ａの事前申し込みを行った後で、記録更新をするなどの変更があった場合は、大会本

部までご連絡ください。 

  ※申し込みについては、上記の期間以外は受付を行うことができませんのでご注意く

ださい。 

  ※申し込み後に選考され、大会参加の辞退をする場合は、大会要項に従い辞退届を提出

する必要があります。大会要項をご確認ください。 

 

３．選手決定と発表について 

  ①最終的な選考決定は、８月９日（日）１５：００の申し込み締め切り後に、記録の上

位から割り当て人数の順位までを山梨県の代表として選考し（最大人数は上記の通

り。）、８月１０日（月）曜日までに山梨陸協のホームページを通じて名前を発表しま

す。そのため、申込書の提出と同時に、ホームページへの名前の掲載を承諾したこと

といたします。（申込書にもその旨を表記してあります。） 

  ②県の割り当て人数の最終順位記録が複数になり、割り当て人数を超えてしまった場

合は抽選を行います。その場合は、連絡しますので対応をお願いいたします。抽選方

法は、山梨陸協が定めます。 

 

４．県総体オープンレースについて 
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    本大会は、県総体申し込み締め切り後に要項が発表されましたので選考方法が分

からない状態での総体申し込みとなりました。よって、県総体で本大会の種目以外に

エントリーした選考基準記録突破の可能性がある選手に対しオープンレースを行い

ます。 

  ①オープンレースに参加できる選手の条件 

   ・３年生であること。 

   ・本大会の種目にエントリーしていない選手であること。 

   ・上記の選考基準記録を突破する可能性がある選手であること。 

   ・本大会の出場に選考されたとき、本大会に参加する意思のある選手（保護者の同意

も得られていること）。選考された場合「別紙様式１」を提出していただきます。 

   ・所属顧問（コーチ）に出場の確認がとれている選手であること。 

・８月８日（土）に朝のチーム受付で、大会本部に「別紙様式２」を提出することが

できる選手であること。様式２の提出をもってオープンレースの申し込みとします。 

   ※あくまでも、突破の可能性がある選手への救済レースですので、趣旨を理解して参

加してください。 

  ②オープンレースの方法（男女ともすべて同じです。） 

   ・１００ｍは、予選レースの空きレーンに参加希望者を割り振ります。割り振りの方

法は、大会本部に一任とさせていただきます。 

   ・ハードルと１５００ｍは、競技の特性上、転倒、接触等のトラブルが想定されるの

でそれぞれの予選レース終了後にオープンレースを行います。レーンの割り振りは、

大会本部に一任とさせていただきます。 

   ・走幅跳は、予選の各ラウンドで最後の跳躍者の後に試技を行います。試技は３回の

みです（総体種目においても全選手３回のみの試技です）。跳躍順は、大会本部に

一任とさせていただきます。 

 【その他】 

①本大会については、未確定な部分があります。今後、変更等を含め連絡がある場合は

山梨陸協ホームページを通じて周知いたします。 

②現地への移動手段については保護者の責任において送迎してください。大会要項に

は、各種目のウォーミングアップにあわせて集合し、競技終了後速やかに帰ることと

なっています。 

 

  以上よろしくお願いします。 
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セイコーゴールデングランプリ陸上２０２０東京
～ ライジングスター陸上 ～ 要項（案）

新型コロナウィルスの対策について
標記大会につきまして、無観客で開催致します。

大会開催に向けて準備を進めておりますが、新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、競技

会の開催が中止になる場合がございますので予めご了承ください。

出場選手の付き添いの方の会場内入場につきまして制限いたしますこと、何卒ご理解いただきます

ようお願い申し上げます。

本連盟主催大会では、「陸上競技活動再開のガイダンス」に準拠し競技会運営を行います。また、

今後ガイダンスの更新にあたり、大会要項を変更する可能性がございます。

１：主 催 日本陸上競技連盟

２：共 催 スポーツ庁 東京陸上競技協会

３：後 援 ＴＢＳ 朝日新聞社 日刊スポーツ新聞社

４：主 管 東京陸上競技協会

５：特別協力 セイコーホールディングス株式会社

６：期 日 ２０２０年８月２２日（土） １１時競技開始（予定） １６時競技終了（予定）

７：会 場 国立競技場 〠１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町１０－１

８：種目及び定員

【小学生（６年生）の部】

（男子）１００ｍ（７２名）、走幅跳（２４名）、ジャベリックボール投げ（２４名）

（女子）１００ｍ（７２名）、走幅跳（２４名）、ジャベリックボール投げ（２４名）

【中学生（３年生）の部】

（男子）１００ｍ（８０名）、１５００ｍ（８０名）、１１０ｍＨ（０．９１４ｍ）（８０名）、走幅跳（２４名）

（女子）１００ｍ（８０名）、１５００ｍ（８０名）、１００ｍＨ（０．９１４ｍ）（８０名）、走幅跳（２４名）

９：競技方法 ①２０２０年度日本陸上競技規則並びに本競技会要項及び競技注意事項による。

②トラック競技は、タイムレースにより順位を決定する。

③フィールド競技の試技は３回とする。

④小学生の部のスタートについて

全国小学生陸上競技交流大会のルールに準じて行う。（スタートは英語で行い、同

一人が２回不正スタートをした場合は失格とする。但し、競技には参加させ、記録

は参考記録とする。）

１０：参加資格 ①小学生（６年生）の部

○各種目８名については、２００８年４月２日から２００９年４月１日に生まれた

２０２０年度東京陸上競技登録者で、２０１９年度の競技成績をもとに東京陸上

競技協会普及強化委員会が推薦した競技者。

○上記以外については、２０２０年８月５日までに登録を完了した２０２０年度東

京陸上競技協会登録競技者で、かつ２００８年４月２日から２００９年４月１日

に生まれた者。

②中学生（３年生）の部

○関東各都県（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山

梨県）の陸上競技協会より推薦された２０２０年度日本陸上競技協会登録競技者

で、かつ２００５年４月２日から２００６年４月１日に生まれた者。

１１：参加制限 ①小学生、中学生の部共に、１人１種目。

②小学生（６年生）に関して、定員を超えた種目については主催者による抽選によっ

て参加者を選出する。（抽選結果については、後日、メールにて通知する。）
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③中学生（３年生）の部についての参加人数は、各都県共に以下の表の通りとする。

１００ｍ １１０ｍＨ、１００ｍＨ １５００ｍ 走幅跳

男 子 １０名 １０名 ６名 ３名

女 子 １０名 １０名 ６名 ３名

合 計 ２０名 ２０名 １２名 ６名

１２：参 加 料 ○無 料

１３：申込方法 【小学６年生のみ】 ※本協議会はＷｅｂ申し込みで行う。

①東京陸協ホームページ（http://toriku.or.jp）の「What's New」にライジング

スター陸上の項目があるので、Googleファームにて必要事項を入力すること。

②申込期間 ２０２０年７月３１日（金）～８月６日（木）１６：００まで

１４：表 彰 本競技会において表彰は行わない。

１５：欠 場 エントリー後、本競技会を欠場する場合は、下記まで欠場届を提出すること。

８月２１日（金）まで 東京陸上競技協会事務局（２１日は１７：００まで）

ＦＡＸ ０３－５２９２－０１９６ Ｅ-mail：Ketsujo@toriku.or.jp

８月２２日（土）国陸競技場 青山ゲート 競技者受付

１６：個人情報について

①主催者は、個人情報の保護に関しる法律及び関連法令等を遵守し個人情報を取り扱

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運営及び陸上競技にひつような連絡等に利用す

る。

②本大会は、インターネット上で動画配信を行うことがある。

③大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者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、テレビ・ラジオ・新聞

・雑誌・インターネット等の媒体に記載することがある。

１７：新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う注意（今後の状況により、変更する場合がある。）

①競技者及び来場者に関して

１）本競技会は無観客で開催する。

２）来場者は原則として、競技者及び引率者（指導者、引率顧問、保護者）とし、

競技者１名につき３名以内とする。来場に当たっては、３つの蜜（密閉、密集、

密接）を避けること。

３）競技者及び引率者は、競技会開催１週間前から検温を実施し、受付時に体調管

理チェックリストを提出する。体調管理チェックリストを提出しない競技者及

び引率者には、来場及び参加を認めない。

４）入場口及び帯状口は限定する。また、競技者及び引率者はスタンドの指定され

場所で待機・観戦すること。

５）体調がよくない場合は（例。発熱（３７．０℃以上は再検）、咳、咽頭痛などの症状がある

場合）は、来場を見合わせること。

６）以下の事項に該当する場合は、来場及び競技への参加を認めない。

・当日の体温が３７．５℃以上あり、強い倦怠感と息苦しさがある場合。

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

・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、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。

７）競技終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者

に対し濃厚接触者の有無等について報告する。

②来場及び競技の参加にあたって

１）競技者、引率者は競技のウォ－ミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了

後は速やかに帰宅する。
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２）来場にあたっては、マスク・マイタオルを持参し、運動時を除いては原則とし

てマスクを着用すること。ただし、熱中症予防のため、屋外では十分なソーシ

ャルディスタンスと沈黙を保つことのできる状況下のみ外してもよいこととす

る。

３）石けん等を用いた手洗い・指先消毒、洗顔を励行すること。

４）声を出しての応援、集団での応援は行わない。

５）ウォ－ミングアップ・招集等については、競技役員の指示に従い、ソーシャル

ディスタンスを確保すること。

６）競技用具使用後は手洗いまたは指先消毒を行う。

７）更衣室の滞在は短時間にすること。（シャワールームの使用は原則として禁止

する。

８）飲食等の際は感染リスクが高くなるため、短時間・ソーシャルディスタンス・

換気のよい場所で行うこと。

９）飛沫拡散を防ぐため、応援や大声・近距離での会話を避ける。

１０）タオル、ペットボトル、コップ、皿、袋等の共用を控え、個人用を用意し、体

液の付着したゴミは各自で持ち帰ること。

１８：その他 ①競技に使用するビブス（ナンバーカード）等は主催者が用意する。

②参加者は自己の健康管理には十分留意して参加すること。競技中に発生した傷害、

疾病についての応急処置は主催者において行うが、以後責任は負わない。

③タイムテーブル・注意事項についてはホームページで確認すること（８月１７日ま

でにホームページに掲載する）。

④競技者が競技場内（練習場含む）に持ち込める物品の商標の大きさは、日本陸上競

技連盟「競技会における広告及び展示物に関する規定」により規制する。

⑤本競技会の結果は競技会終了約１集会後に、ホームページに掲載する。

ホームページアドレス http://toriku.or.jp

１９：問い合わせ先

東京陸上競技協会

ＴＥＬ ０３－３２０３－６１２３ （ １ ０ ： ０ ０ ～ １ ８ ： ０ ０ 土 、 日 、 祝 日 は 休 み ）

競技会申込に際し、下記の申込規約に同意の上、申し込むこと。

申込規約
１ 主催者は傷害や紛失その他の事故に対して応急処置は行うが、以後の責任は一切負わない。

２ 競技会出場中の映像、写真、記事、記録等の掲載権は主催者に属する。

３ 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う。

（２）参加申し込みに記載された氏名・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る。

（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る。また、東京陸協ホ

ームページ（http://toriku.or.jp） 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る。

４ 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）の承諾を得て申し込むこと。

５ 主催者は、上記の申込規約の他、大会要項によって開催する。
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セイコーグランプリ陸上２０２０東京
～ライジングスター陸上～

～ 大 会 出 場 に 当 た っ て ～
選手・指導者・引率の皆さま

新型コロナウイルス感染予防・感染防止が大会実施の最大の懸案となっています。

つきましては、ここにお示しいたします内容についてご確認をお願いします。そして、

感染リスクを最小限に抑えられるよう一人ひとりが活動にご留意頂くようお願いいたしま

す。

大会終了後も、お集まりの皆さまが無事でいられるよう、その後の体調管理もお願い致

します。細かくは、事前に日本陸上競技連盟「陸上競技活動開始のガイダンス」をご確認

いただき、感染症対策に必要なご準備をお願い致します。

必ずお持ちください
◎マスク（活動をしていないとき、座席にいるときは着用をお願いします）

◎個人シート（ストレッチやスタンド外でお食事の際にご使用ください）

◎体調管理チェックシート（当日の検温もお忘れなく。全員提出必須です）

◆大会出場同意書（出場選手は必ず持参ください）

常時携帯をお願いします
◎ＡＤカード（ＴＩＣで配布された後は、競技場への入場・再入場に必要です）

お帰りの際にお出しください
◎行動確認票（感染症対策で必要です。ＴＩＣにご提出をお願いします）

◎来場者全員が必要なもの ◆出場選手が必要なもの

１ ＴＩＣ（受付）で入場時に提出するもの

ア）全員提出の書類

○体調管理チェックシート（大会当日を含め８日分の体調管理票）

※提出頂けない場合、入場できません。

※念のため、ＴＩＣ又は入場口でも体温チェックを致します。

イ）出場選手が提出する書類

○大会出場同意書（保護者捺印の同意書）

※提出頂けない場合、出場できません。

２ Ｔ I Ｃ（受付）で入場時に渡されるもの
ア）全員配布（出場選手・指導者・引率者の方々全員対象）

○ＡＤカード（体調管理チェックシートと引き換えにお渡し致します）

○行動確認表（お帰りの際に全員提出してください）

イ）選手配布

○ナンバーカード ○プログラム
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３ 競技場入場の際に

ア）ＡＤカードによる入場規制

○入場口・・・入場口については、現在調整中のため、後日ＨＰでご確認くだ

さい。

イ）指先消毒励行

○消毒用アルコール入場口をはじめ、トイレ・消臭上・更衣室などを含めた各

所に準備をしてあります。指先消毒をお願いします。

４ 競技場内で

ア）スタンド座席規制

○ソーシャルディスタンスに配慮して、座ることの出来る座席が指定されてい

ます。表示を確認の上お座りください。また、スタンドはブルーシートなど

による場所取りを禁止します。チームで場所を確保される場合は、スタンド

の外にお願いします。その際は必ず敷物を敷いてください。

イ）助力・応援について

○スタンド１列目を助力エリアとします。そのレースや試技に関わる選手のコ

ーチング時のみお入りください。

○指導者・引率者の皆さまは声をだしての声援や応援はおやめください。拍手

や手拍子での応援をお願いします。

ウ）選手のウォーミングアップ

○蜜を避けるため、ウォーミングアップエリアへの入場は選手・指導者のみで

す。（会場は雨天練習場になります）

○個人用のシートをご用意ください。定期的な消毒を行います。地面に直接座

ってのストレッチなどは避けて、個人用のシートをご活用ください。

エ）飲食について

○スタンドでは水分補給のみにして頂き、食事についてはスタンドを離れてお

摂りください。

オ）ゴミについて（持ち帰りの徹底）

○本大会はゴミ箱の設置を致しません。必ずゴミ袋を用意して頂き、ゴミは全

てお持ち帰りください。

５ お帰りの際に

ア）ＴＩＣに行動確認票を提出

○その日に活動した場所についてご記入頂き、必ず連絡先を記入の上ご提出お

願いします。

イ）指先消毒励行

○お帰りの際も指先消毒をお願い致します。

ウ）忘れ物について

○感染症予防のため、保管が大変厳しい状況となっています。大会期間中は本

部で、大会終了後は競技場に保管をお願いします。お忘れ物のないようにご

注意をお願いします。

６ ご注意頂きたいこと

ア）除菌・消毒作業について

○定期的にトイレを含む競技場内で除菌・消毒作業を行います。

※アレルギーなどをお持ちの方は、ご自分で注意をお願いします。

イ）場内アナウンス、場内外審判員の指示

○場内アナウンスにはご注意をお願いします。また、場内外に審判員を配置し、

消毒作業やソーシャルディスタンスの確保の連絡を致します。連絡や指示に

従って行動をお願いします。
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ウ）体調不良者について

○競技中に、体調管理チェックシートに記載されている項目に該当するような

体調の異変を感じた場合、緊急な対応が必要と判断される場合は、関係の方

が本部に連絡をお願いします。その後の対応について、個別にお知らせ致し

ます。

エ）暑さ対策について

○熱中症予防にもご注意をお願いします。

日本陸上競技連盟「感染リスクを軽減させた競技会運営について（チェックリスト）より抜粋
（１）共通事項

①大会一週間前から体調管理チェックシートを記入し大会当日、主催者に提出す

る。

体調不良の場合は、自主的に参加を見合わせること。（３７度以上の熱が３日間続くなど）

・体調不良時（例）発熱、咳、咽頭痛などの症状

・家族や身近な人に感染が疑われる人がいるとき

・渡航制限関連の該当者との濃厚接触者（帰国１４日以内の帰国者）

②マスクの着用 手洗い・洗顔の徹底

③３密回避行動を心掛ける

④大会規模の制限

・年齢や参加資格記録等で組数を調整する。

・参加数に応じた役員の配置

（２）競技者

①体調管理チェックシートの提出

②ウォーミングアップは個々に実施

③競技用具使用後は、指先消毒を実施

④更衣室の使用は短時間で（シャワールームは原則使用禁止）

⑤運動中に、つばや痰を吐くことは極力行わない

⑥体液の付着したゴミは自己責任で処理する（基本的にゴミは持ち帰る）
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令和２年８月 日
公益財団法人日本陸上競技協会
専務理事 尾 縣 貢 様

セイコーグランプリ陸上２０２０東京
～ライジングスター陸上～

大 会 出 場 同 意 書

上記大会出場にあたり、日本陸上競技連盟より示された「陸上競技活動再開のガイダン
ス」の内容を理解し、体調管理を継続的に行い、事前・競技中・事後の行動を保護者の責
任のもと報告致すと共に、本大会への出場を認めます。

○保護者同意
１ 住 所・電 話

電 話

２ 保護者氏名 （印）

３ 緊急連絡先（携帯） － －

（ふりがな）

出場選手氏名

出場種目

（ふりがな）
所属学校名

顧問氏名

顧問連絡先（携帯） － －

※引率者名を明記ください。（１人の選手に３名までの引率とします）
※引率者は、顧問、保護者、又は、部活動外部指導員に限る。
※兄弟・姉妹など、成人・未成年者問わず引率者には値しません。

引率者氏名①

引率者氏名②

引率者氏名③

※この情報につきましては、標記の大会以外一切の転用・利用を致しません。



- 2 -



別紙様式１ 

      セイコーゴールデングランプリ２０２０             

        出場希望用紙 

 

  【選考基準記録】 
 

 男子１００ｍ 

  男子１１０ｍH 

  男子１５００ｍ 

  男子走幅跳 

    １２．１６ 

    １８．４６ 

   ４．３２．４６ 

     ５．７７ 

女子１００ｍ 

女子１００ｍH 

女子１５００ｍ 

女子走幅跳 

  １３．４７ 

  １７．８２ 

 ５．０７．９３ 

   ４．９８ 

 

   氏名 

 

   所属                                       ３年 

 

  出場希望 種目（         ） 

 

  ２０１９年４月１日～２０２０年８月９日までの公認記録 

 

 

 

  参加条件     ①３年生。 

              ②２０１９年４月１日～２０２０年８月９日までの公認大会で 

               上記の資格記録をクリアしている選手。 

               ③保護者の承諾がとれていること。 

              

  注意事項    ・今回は山梨陸上競技協会の中学担当が参加資格のある選手にお知らせして

います。参加については保護者の判断でお願いします。 

              ・申し込みは各都道府県が一覧にして提出するので，出場する選手は県総体

の２日目（８月９日）１５：００までに提出をお願いします。 

              ・希望していても，出場枠が決まっているため，出場できない場合もあります。 

          ・出場する選手は，大会本部から出ている要項を熟読していただき，細心の注

意をはらってください。           

              ・本大会の出場者の選考は、大会要項に定められているとおり山梨陸上競技

協会で行いますが、新型コロナウイルス感染症等の状況を考慮し、保護者の

責任において行動をお願いいたします。 

 



 

   

                   保護者同意書 
 

   私は、大会本部から出されている、大会要項と山梨陸上競技協

会から出されている「セイコーゴールデングランプリ陸上２０２０東京

の対応について」の趣旨に同意し、セイコーゴールデングランプリ２

０２０で行われる「～未来のスターたちに希望と成長の舞台を！～

『セイコーゴールデングランプリ陸上２０２０東京～ライジング

スター陸上～』」に参加することを承諾します。また、ホームページ

などに個人情報（名前）が掲載されることを承諾します。 
    

  保護者氏名                                     印 

 

 緊急連絡先： 

（保護者携帯電話） 

   ２０２０年８月  日   

 

 

   ☆選手データ（申し込みのためのデータ） 

 

〇名  前：                    

〇フリガナ：                    

〇ローマ字：                    

（例 ＹＡＭＡＤＡ Ｔａｒｏ） 

〇生年月日：                    

（例２０２０．０８．０８） 

〇メールアドレス：                 

（連絡が必要な場合に使用します。） 

〇所属チーム：                   

（陸連登録の正式名称） 

〇所属チーム（略称）：                

（例＝山梨ＡＣ） 

〇所属チーム略称フリガナ：             

〇日本陸連登録番号：                



 別紙様式２ 

 

令和２年度山梨県中学校総合体育大会オープンレース参加申し込み 

８月８日提出 

学校名：              

学 年： ３年  

氏 名：              

 

申し込み種目（〇をつける） １人１種目のみ 

男子 １００ｍ  １１０ｍＨ  １５００ｍ  走幅跳 

女子 １００ｍ  １００ｍＨ  １５００ｍ  走幅跳  

 

県総体にエントリーしている種目 

＜個人種目１＞          ＜個人種目２＞ 

 男女： 男 ・ 女    男女： 男 ・ 女 

  種別：           種別： 

 種目：                  種目： 

  

注）オープンレースに申し込むためには、下記の条件に当てはまることとします。   

   ・上記の種目にエントリーしていない選手であること。 

   ・下記の選考基準記録を突破する可能性がる選手であること。 

   ・ゴールデングランプリ２０２０の出場に選考されたとき、大会に参加する意思の

ある選手であること（保護者の同意も得られていること）。選考された場合「別

紙様式１」を提出していただきます。 

   ・所属顧問（外部指導員）にオープンレース出場の確認がとれている選手であるこ

と。 

・８月８日（土）に朝のチーム受付で、大会本部に「別紙様式２（本用紙）」を提

出することができる選手であること。本様式２の提出をもってオープンレースの

申し込みとします。 

   ※あくまでも、突破の可能性がある選手への救済レースですので、趣旨を理解して

参加してください。 

 ＜選考基準記録＞ 

   男子：100ｍ（12”16）、110ｍＨ（18”46）、1500ｍ（4’32”46）、走幅跳（5m77） 

   女子：100ｍ（13”47）、100ｍＨ（17”82）、1500ｍ（5’08”93）、走幅跳（4m98） 
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