
 

第89回 近 畿 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 
兼 第106回 日本陸上競技選手権大会 近畿地区予選会 

大会要項 
 

１ 主  催   近畿陸上競技協会 

 

２ 主  管   一般財団法人 奈良陸上競技協会 

 

３ 期  日   ２０２１年 ８月２８日(土)・２９日(日) 

 

４ 場  所   奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良) 

          〒630-8108 奈良市法蓮佐保山４丁目 ５-１ ☎ 0742-22-0001 

 

５ 種  目  【男子(22種目)】 

         100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 5000ｍ 10000ｍ 110ｍＨ 400ｍＨ 3000ｍSC 

         5000ｍ競歩 4×100ｍＲ 4×400ｍＲ 

         走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技 

        【女子(22種目)】 

         100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 5000ｍ 10000ｍ 100ｍＨ 400ｍＨ 3000ｍSC 

         5000ｍ競歩 4×100ｍＲ 4×400ｍＲ 

         走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 七種競技 

 

６ 実 施 日(予定) 

        ●第１日目 ８月28日(土) 

         男子：100ｍ/ 400ｍ/ 1500ｍ/ 10000ｍ/ 110ｍＨ/ 5000ｍ競歩/ 4×100ｍＲ/ 

            走高跳/ 棒高跳/ 走幅跳/ 円盤投/ ハンマー投/ やり投/ 十種競技(前半) 

         女子：100ｍ/ 400ｍ/ 1500ｍ/ 10000ｍ/ 100ｍＨ/ 5000ｍ競歩/ 4×100ｍＲ/ 

            走幅跳/ 砲丸投/ 円盤投/ 七種競技(前半) 

        ●第２日目 ８月29日(日) 

         男子：200ｍ/ 800ｍ/ 5000ｍ/ 400ｍＨ/ 3000ｍSC/ ４×400ｍＲ/ 

            三段跳/ 砲丸投/ 十種競技(後半) 

         女子：200ｍ/ 800ｍ/ 5000ｍ/ 400ｍＨ/ 3000ｍSC/ 4×400ｍＲ/ 

            走高跳/ 棒高跳/ 三段跳/ ハンマー投/ やり投/ 七種競技(後半) 

 

７ 出場資格   2021年度 日本陸上競技連盟登録競技者で下記のいずれかに該当する者。 

        (1) 2021年度におこなわれた近畿各府県選手権大会の６位までの入賞者であること。 

        (2) 近畿各府県選手権大会に出場できなかった者(日本代表選手として海外に派遣、あるいは全国規模

の大会に出場した者)で、所属陸協の推薦(承認)を得た者及び各府県陸が特に認めた競技者。 

        (3) リレーのチームは同一陸協登録者で、かつ同一所属で編成されたチームであること。 

 

８ 申込方法  (1) 各府県で取りまとめて、「近畿陸上競技選手権大会府県別総括申込ファイル」に入力し、送信する

こと。 

        (2) 締切日  ２０２１年 ７月２３日(金) 必着 

        (3) 申込先  メールアドレス：narariku@narariku.com 

               〒634-0062 奈良県奈良市法蓮町 349-１ コーポラス一条415号 

                一般財団法人 奈良陸上競技協会 

                 事務局 上田 忠和  ☎ 0742-27-2312 

        (4) 送金先  各府県で取りまとめて下記の銀行振込口座に送金すること。 

               口  座  南都銀行(銀行コード０１６２) 御所支店 店番号４５０ 

               口座番号  ２０８０７１７ 

               口座名義    一般財団法人 奈良陸上競技協会 会長 堀井 巌 

 

９ 参 加 料   アスリートビブス・安全ピン代を含む。 

        (1) １人１種目  ２，０００円 

        (2) 混 成 競 技  ４，０００円 

        (3) リ レ ー   ４，０００円 

        (4) プログラム  １，０００円 (有料配布) 

 

10 アスリートビブス 

        (1) 各府県別出場競技者の個人ナンバーは次の通りとする。(男女共通) 



 

           滋賀     1～     京都   201～     大阪   401～ 

           兵庫   601～       奈良   801～     和歌山 1001～ 

        (2) 各府県陸協は上記ナンバーから個人ナンバーを決定し、各申込用紙に入力すること。受付の便宜上

出場者に必ずナンバーを知らせておくこと。 

 

11 表  彰   各種目の優勝者には選手権章を、第３位までの入賞者には賞状を授与する。 

 

12 前日受付と練習 

        (1) 大会前日の ８月２７日(金) １３：００～１７：００ 奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィー

ルド奈良)を開放する。ただし、投てき種目は練習できない。 

        (2) 上記時刻に、競技場中央入口にてアスリートビブス･プログラム(申込分)を受付配布する。 

 

13 個人情報の取り扱いについて 

        (1) 主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、個人情報を取り扱う。また、取

得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページその他

競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

        (2) 大会の映像・写真・記事・記録等は、主催者及び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、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。 

 

14 そ の 他  (1) 競技中に発生した傷害・疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内及び現場での応急処置以

外の責任は負わない。 

        (2) 棒高跳ポールの輸送について 

          ８月２６日(木) １３時～１６時 の間に到着するよう、運送業者に日時指定し、下記宛に発送す

ること。 

〒630-8113 奈良市法蓮法蓮佐保山４丁目 ５-１ 

 奈良市鴻ノ池陸上競技場 宛 

                      ☎ 0742-22-0001 

        (3) 宿舎については各自で手配すること。（斡旋は行わない） 

        (4) 競技日程、競技注意事項、スタートリスト等、大会に関する情報は、８月１４日 以降に奈良陸上

競技協会ホームページに掲載する。 

        (5) 自然災害等で大会の開催が不可能な場合、大会参加料を返還できないことがある。 

        (6) 大会についての問い合わせ先 

           〒634-0062 奈良県奈良市法蓮町 349-１ コーポラス一条415号 

                  一般財団法人 奈良陸上競技協会 

                   事務局  ☎ 0742-27-2312 

        (7) 新型コロナウイルス感染症について 

         ・ 本大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、無観客でおこなう。 

         ・ 新型コロナウイルス感染拡大防止に関して「競技会入場者名簿」(奈良陸上競技協会ＨＰに掲載)

を作成し、来場日毎に受付に提出すること。 

         ・ 会場では、アルコール消毒液などの準備をするが、各自「マスク着用・うがい・手洗い」などの

感染防止対策を徹底すること。 

         ・ 待機場所、更衣室等での密集・密閉・密接空間をつくらないようにすること。 

         ・ 近距離での会話や発声を避け、応援など大きな声を出すことも控えること。 

         ・ 長時間会場に留まることのないようタイムテーブルを確認の上、競技会に参加すること。 

         ・ 投てき競技や棒高跳のすべり止めの準備は、各自ですること。 

         ・ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、奈良陸協の基本方針に準じて行う。追加・変

更等がある場合は、奈良陸協のホームページに掲載するので確認すること。 

         以上の注意事項を厳守できない、もしくは、同意できない場合は、今回の競技会への参加はご遠慮く

ださい。 

        (8）競技用シューズについて 

         ① トラック競技で使用できる靴底の厚さは、800ｍ未満の種目は20㎜以下、800ｍ以上の種目は25㎜

以下とする。 

         ② 本競技会のフィールド種目においては、競技規則TR5.5を適用しない。よって、記録は国内での

み通用するものとなり、WA(世界陸連)への申請も行わないものとする。しかし、国際競技会への参

加資格となり得る記録が出た場合のために、招集段階で全フィールド競技者及び混成競技者は「競

技用シューズ申告書」を提出する。国際競技会への参加資格となり得る記録が出た際には、事前提

出の「競技用シューズ申告書」で規定違反のある競技者の記録には「TR5.5」と付記し、WAに全競

技者の記録申請を行う。 

         ③ 競技用シューズ申告書は奈良陸上競技協会ホームページに掲載する。招集時に競技者係に提出

すること。 


