スポーツ庁委託事業 令和 3 年「障害者スポーツ推進プロジェクト」

オール陸上競技 チャレンジ記録会 開催要項
1 開催の趣旨 障がいのある人もない人も一緒に競技場に集い、陸上競技に親しみ、競技することでお互いを理解し、
認め合う。関係する各競技団体が共に運営に携わることによって、障がい者スポーツの認知度を上げ、
障がい者の広い社会参加を促進し、陸上競技の競技力を向上、活力ある共生社会に繋げていくことを目
的とする。

2 主 催 特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟(JIDAF)
3 共 催 一般社団法人日本パラ陸上競技連盟(JPA)

公益財団法人東京陸上競技協会

一般社団法人日本デフ陸上競技協会(JDAA)

4 主 管 公益財団法人東京陸上競技協会
5 後 援

公益財団法人日本パラスポーツ協会 全国特別支援学校長会 東京都
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協会(JBMA)
（予定）

6 協 力 公益財団法人日本陸上競技連盟
7 協 賛 長瀬産業（株）

東京都障害者スポーツ指導者協議会 日本体育大学陸上競技部

公益財団法人山田昇記念財団

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

陸上競技メーカー連絡会
SMBC 日興証券株式会社

アルファ ロメオ
いちご株式会社

8 期 日 2022年3月27日（日） 受付時間 7：30～ 競技開始９：00（17時終了予定）※投てき種目を除く
（投てき種目) 2022年3月26日（土）※日体大競技会のなかで実施
9 会 場

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

〒154-0013 世田谷区駒沢公園１－１

（投てき種目)日本体育大学健志台グラウンド

横浜市青葉区鴨志田町1221-1

10 実施種目

（立位）●非公認の部(中学生以上) 男女同時 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 4×100ｍR
【障がい者のみ】
走幅跳
●日本陸連公認の部(中学生以上) 男子・女子 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 4×100ｍR
走高跳(参加条件あり)
【障がい者のみ】走幅跳
【障がい者のみ】砲丸投 円盤投 やり投 ※日本体育大学健志台グラウンドで実施
（車いす）●非公認の部(中学生以上) 男子・女子 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 4×100ｍR
砲丸投 円盤投 やり投 ※日本体育大学健志台グラウンドで実施
11 参加資格・種目ごとに参加上限を設定する(別紙参照)。
・優先申込みで上限に達した種目は一般申込みでの募集はおこなわない。
・下記の要件を満たせば障がいのある競技者、障がいのない競技者ともに参加できる。
●非公認の部
・中学生以上の日本陸連に登録していない競技者
・リレーは、年齢、学年、障がいの有無、車いす使用の有無の関係なくチーム編成を
してよい。競技実施方法については競技注意事項で確認のこと。
●日本陸連公認の部 ・中学生以上の日本陸連登録者
●車いすの部
・JPA登録者
12 参加制限 一人2種目以内(リレーを除く)
・5000mについては以下の制限時間内にフィニッシュできる者。制限時間で競技を打ち切る。
立位の5000m（男子30分以内、女子40分以内）車いす5000m（男子20分以内、女子30分以内）
・走高跳は次の上げ幅で競技できる者。男子１：170-175-180-185-188-191-194-197-200 以降2㎝
男子２＆女子：110-120-130-135-140-145-148-151-154-157-160 以降2cm
13 競技規則
・2021年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項により実施する。
・ただし、パラ種目競技者については立位、車いすの部で該当するクラスについては 2021−2022World Para

Athletics（WPA）競技規則が適用される。
・IPC 登録者の記録は WPA 公認となる。
・障がいのある競技者には、特別な配慮で実施するので、競技注意事項で確認のこと。
14 競技方法・記録会であるのでトラック種目は予選決勝の実施はない。
・トラック種目は申込時の自己タイム（目標タイム）順で組み分けをおこなう。従って障がいある競技者
と障がいのない競技者が一緒に競技をおこなう。
・トラック種目でガイドランナー（伴走者）を伴う競技者には2つのレーンが割り振られる。
・聴覚に障がいのある競技者でスタートランプを使用希望者は日本デフ陸上競技協会 HP「各種申請書
類」より事前申請を行うこと。
・走幅跳で 8 人を超える競技者が競技を行う場合には各競技者は 3 回の試技が許され、有効な成績を得た
上位 8 人の競技者には、さらに 3 回の試技が許される。競技者が 8 人以下の場合には、各競技者に 6 回
の試技が許される。
・日本陸連公認の部の選手の衣類については日本陸連広告規程が適用される。ただしIPC登録者でWPA公認対
象種目では、WPA広告規程が適用される。チーム名については、規程内の「国名」の項を適用する。
・競技方法（リレーを含む）の詳細については、競技注意事項に記載する。大会一週間前迄にホームペー
ジに掲載予定。
15 参加料

１人１種目につき
・優先申し込み対象者１０００円 ・一般申し込み対象者２０００円 ・リレー２０００円

16 申込期間 ・優先申し込み ２０２２年１月１１日～１月２４日 (払い込み期限１月２５日)
JIDAF・JPA・JDAA・JBMAの登録者が優先申込みの対象者。
・一般申し込み ２０２２年２月１日～２月１５日 (払い込み期限２月１６日)
・期間内に申込を行い、参加料の払込が確認された場合のみ申込を受け付ける。
・種目ごとの参加制限人数に達した場合、期間中であっても募集を終了する。
17 申込方法 申込方法 以下の手順で申込を行うこと。
① 申込書の送信
・東京陸協ホームページ（http://toriku.or.jp）または所属する競技団体のホームページより「オール陸上競技
チャレンジ記録会」の申込書式をダウンロード。
・持ち記録順に組み分けをするので、必ず自己記録（目標記録）を記入すること。
・視覚障がいの競技者がガイドランナーもしくはアシスタント（コーラー、エスコート）と競技する際には、必
ずその氏名も申込み用紙に明記すること。公認の部では、ガイドランナーも日本陸連登録者であること。
・参加者の氏名、ふりがな、所属名、参加種目等の情報はプログラムやスタートリスト、記録証等の作成にその
まま使用される。
※所属（団体名）は日本陸連登録者の場合、日本陸連登録の際に記入した「略称」と同じにすること。
※データの入力ミスによる大会当日の修正依頼が多く発生し、記録確定後は訂正に応じられないこともあるので、
参加者のデータ入力は間違いのないよう、送信前に必ず確認すること。
・必要事項を入力のうえ、指定のアドレス（申込書式に記載）に申込書を添付し、メールを送信する。
② 東京陸協から受信したことを知らせる自動返信メールがある。
※申込期間終了後の人数の増減や種目の変更等はできない。
※申込期間中の再送・再々送へは受信したことを知らせる自動返信メールは送信されない。
※申込への自動返信メールが届かない場合は、下記宛に電話、メールにて問い合わせること。
東京陸上競技協会 事務局 事業担当 Tel ０３－６２６１－５２８０（10時～18時 土・日・祝日は休み）
聴覚障がい者対象メールアドレス morita@toriku.or.jp
③

参加料の払込
郵便局で払込取扱票（手数料は払込人払い）を使い、通信欄に必ず必要事項（団体名、大会名、参加区分ごと
の種目数・人数・金額）を記入の上、下記の口座に、前出の払い込み受付期間内に払い込むこと。

口座番号 ００１５０―４－１２２６２２
※払い込まれた参加料は理由の如何を問わず返金しない。

加入者名 東京陸上競技協会

※払込取扱票の払込受領証が参加料の領収証となる。
18 クラス分け 国内クラス分けを希望する競技者は事前に申し出ること
19 記録証 希望者に記録証（1部300円）を発行する。希望者はTICにて申し込むこと。受付時間は競技注意事項で確認。
20 傷害保険への加入について
主催者において傷害保険に一括加入する。
大会では、応急処置しかできないので、参加に当たっては、医師の診断を受けるなど、自己の責任において健
康と安全については十分留意すること。
21 そ の 他
(１) 競技に必要な用具および道具（例：ガイド・アシスタント用ビブス・アイマスク・ヘルメット、テザー等）
は各自で用意すること。主催者は一切用意しない。
(２) アスリートビブス(ナンバーカード)は、主催者が用意する。
(３) ジュニア・ユース発掘事業を兼ねて実施する。
（４）ドーピング検査を行うので、指名された競技者は、指示に従うこと。
22 問い合わせ エントリー受付確認以外（参加資格や、競技方法）については各団体、
また、所属団体がない場合は、日本知的障がい者陸上競技連盟へ問い合わせすること。
日本知的障がい者陸上競技連盟

jidaf.jimukyoku@yd6.so-net.ne.jp 090-5388-1309（17 時以降）

日本パラ陸上競技連盟

japan-jimukyoku1@jaafd.org

日本デフ陸上競技協会

office@j-daa.or.jp

日本ブラインドマラソン協会

TEL/FAX 03-3814-3229

（障がいのない方）東京陸上競技協会事務局 Tel 03‐6261‐5280（10 時～18 時 土日、祝日は休み）

新型コロナウイルス感染症対策について（競技者及び来場者に関して）
本競技会は日本陸上競技連盟の「陸上競技活動再開についてのガイダンス」に準拠して行う。ただし、所属す
る各競技団体基準が厳しい場合は、その基準に従う。本記録会に参加される方は、所属する競技団体に内容を
事前にご確認いただき、感染症対策を徹底の上、ご来場ください。

※大会申込に際し、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 一度入金された参加料はいかなる場合でも返金しない。
３ 競技会出場中の映像、写真、記事、記録等のインタ－ネット、テレビ、新聞、雑誌等の掲載権は主催者に 属する。
４ 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、各競技団体のホームページ 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－ジ 等で公開されることがある。
５ 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。
６ 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。

