第 １ 回 広 島 県 東 部 記 録 会 要 項
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

(一財)広島陸上競技協会

３．期

日

平成２６年４月２０日（日）
開門 7:30

４．会

場

学校・一般 受付 8:00～9:00

競技開始 10:00～

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場
〒720-0832 福山市水呑町 4748 ℡ 084-956-4563

５．競技種目

男子の部（一般・高校・中学）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 110mH 4×100mR
走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 円盤投 やり投(中学生除く)
女子の部（一般・高校・中学）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 4×100mR
走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 円盤投 やり投(中学生除く)

６．参加資格

平成 26 年度(財)広島陸上競技協会登記(学生・生徒含む)登録者であること。
※但し、中学生は、第 1 回のみ前年度の登録№で申込下さい。

７．申込方法

(1)締切 ４月１０日(木)必着
(2)別紙様式の申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて必ず現金書留で申し込むこと。
(3)参加料

一種目につき、一般 700 円

高校 400 円

一般・高校リレー

500 円（１チーム）

中学リレー

400 円（１チーム）

中学 300 円

(4)参加制限 一人、何種目でもよい。中学生の長距離は 3000m までとする。
(5)申込先

〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10 吉田明稔 宛
℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588

☆競技日程の連絡を希望する場合は 82 円切手を貼った返信用封筒を同封すること。
８．そ の 他

(1)本競技会は、平成 26 年度日本陸上競技連盟競技規則に準じて行う。
(2)招集時間は、以下の通りとし、遅れた者は棄権とみなし競技はできない。
他、競技者係の指示に従うこと。
トラック競技

フィールド競技

招集開始(点呼開始)

招集完了(移動時刻)

招集開始(点呼開始)

招集完了(移動時刻)

30 分

20 分

50 分

40 分

(3)用具は、主催者が準備した物を使用するが、投擲器具は各自用紙をした物で競技開始前に
検定を受け使用許可が出た物のみを使用できる。
(4)ナンバーカードは、各自の登記登録番号(平成 26 年度)を大きく明記した物を各自作成し胸
背部に付けること。
（中学・学校名）
(5)競技中の傷害については、主催者は応急処置のみとする。
(6)当日の申込は原則として受付しない。
(7)スパイクシューズは、全天候舗装用を使用し、ピンの長さは 9mm 以下とする。
(8)個人カード(リレーオーダー共)を申込と同時に提出すること。
（記録を必ず明記すること）
(9)走高跳の試技ラインは、男子 1.30ｍ 女子 1.10ｍとする。
(10)棒高跳の試技ラインは、2.2ｍとする。
(11)各参加校の引率教員は、競技審判として協力をお願いする。
(12)主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づ
いて取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

第 ２ 回 広 島 県 東 部 記 録 会 要 項
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

(一財)広島陸上競技協会

３．期

日

平成２６年６月８日（日）
開門 7:30

４．会

場

学校・一般 受付 8:00～9:00

競技開始 10:00～

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場
〒720-0832 福山市水呑町 4748 ℡ 084-956-4563

５．競技種目

男子の部（一般・高校・中学）
（小学 5･6 年生 種目 100m 800m 4×100mR 走幅跳）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 110mH 4×100mR
4×400R 走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 円盤投 やり投
女子の部（一般・高校・中学）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 4×100mR 4×400R
走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 円盤投 やり投

６．参加資格

平成 26 年度(財)広島陸上競技協会登記(学生・生徒含む)登録者であること。

７．申込方法

(1)締切 ５月２４日(土)必着
(2)別紙様式の申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて必ず現金書留で申し込むこと。
(3)参加料

一種目につき、一般 700 円
一般・高校リレー

高校 400 円

中学・小学 300 円

500 円（１チーム） 小・中学リレー

400 円（１チーム）

(4)参加制限 一人、何種目でもよい。中学生の長距離は 3000m までとする。
(5)申込先

〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10 吉田明稔 宛
℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588

☆競技日程の連絡を希望する場合は 82 円切手を貼った返信用封筒を同封すること。
８．そ の 他

(1)本競技会は、平成 26 年度日本陸上競技連盟競技規則に準じて行う。
(2)招集時間は、以下の通りとし、遅れた者は棄権とみなし競技はできない。
他、競技者係の指示に従うこと。
トラック競技

フィールド競技

招集開始(点呼開始)

招集完了(移動時刻)

招集開始(点呼開始)

招集完了(移動時刻)

30 分

20 分

50 分

40 分

(3)用具は、主催者が準備した物を使用するが、投擲器具は各自用紙をした物で競技開始前に
検定を受け使用許可が出た物のみを使用できる。
(4)ナンバーカードは、各自の登記登録番号(平成 26 年度)を大きく明記した物を各自作成し
胸背部に付けること。
（中学・学校名）
(5)競技中の傷害については、主催者は応急処置のみとする。
(6)当日の申込は原則として受付しない。
(7)スパイクシューズは、全天候舗装用を使用し、ピンの長さは 9mm 以下とする。
(8)個人カード(リレーオーダー共)を申込と同時に提出すること。
（記録を必ず明記すること）
(9)走高跳の試技ラインは、男子 1.30ｍ 女子 1.10ｍとする。
(10)棒高跳の試技ラインは、2.2ｍとする。
(11)各参加校の引率教員は、競技審判として協力をお願いする。
(12)主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、
日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づ
いて取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

第 ３ 回 広 島 県 東 部 記 録 会 要 項
（中・長距離ナイター＆１００ｍ）
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

(一財)広島陸上競技協会

３．期

日

平成２６年７月１９日（土）
開門 17:00

４．会

場

学校・一般 受付 17:10～18:00

競技開始 18:15～

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場
〒720-0832 福山市水呑町 4748 ℡ 084-956-4563

５．競技種目

男子の部（一般・高校・中学）
100m 800m 1500m 3000m 5000m
女子の部（一般・高校・中学）
100m 800m 1500m 3000m

６．参加資格

平成 26 年度(財)広島陸上競技協会登記(学生・生徒含む)登録者であること。

７．申込方法

(1)締切 ７月５日(土)必着
(2)別紙様式の申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて必ず現金書留で申し込むこと。
(3)参加料

一種目につき、一般 700 円

高校 400 円

中学 300 円

(4)参加制限 一人、何種目でもよい。中学生の長距離は 3000m までとする。
(5)申込先

〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10 吉田明稔 宛
℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588

☆競技日程の連絡を希望する場合は 82 円切手を貼った返信用封筒を同封すること。
８．そ の 他

(1)本競技会は、平成 26 年度日本陸上競技連盟競技規則に準じて行う。
(2)招集時間は、以下の通りとし、遅れた者は棄権とみなし競技はできない。
他、競技者係の指示に従うこと。
(3)ナンバーカードは、各自の登記登録番号(平成 26 年度)を大きく明記した物を各自作成し胸
背部に付けること。
（中学・学校名）
(4)競技中の傷害については、主催者は応急処置のみとする。
(5)当日の申込は原則として受付しない。
(6)スパイクシューズは、全天候舗装用を使用し、ピンの長さは 9mm 以下とする。
(7)個人カードを申込と同時に提出すること。
（記録を必ず明記すること）
(8)主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づ
いて取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

第 ４ 回 広 島 県 東 部 記 録 会 要 項
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

(一財)広島陸上競技協会

３．期

日

平成２６年１０月１４日（日）
開門 7:30

４．会

場

学校・一般 受付 8:00～9:00

競技開始 10:00～

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場
〒720-0832 福山市水呑町 4748 ℡ 084-956-4563

５．競技種目

男子の部（一般・高校・中学）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 110mH 4×100mR
走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 円盤投 やり投
女子の部（一般・高校・中学）
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 4×100mR
走幅跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 円盤投 やり投

６．参加資格

平成 26 年度(財)広島陸上競技協会登記(学生・生徒含む)登録者であること。

７．申込方法

(1)締切 ９月２７日(土)必着
(2)別紙様式の申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて必ず現金書留で申し込むこと。
(3)参加料

一種目につき、一般 700 円
一般・高校リレー

高校 400 円

中学 300 円

500 円（１チーム） 中学リレー

400 円（１チーム）

(4)参加制限 一人、何種目でもよい。中学生の長距離は 3000m までとする。
(5)申込先

〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10 吉田明稔 宛
℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588

☆競技日程の連絡を希望する場合は 82 円切手を貼った返信用封筒を同封すること。
８．そ の 他

(1)本競技会は、平成 26 年度日本陸上競技連盟競技規則に準じて行う。
(2)招集時間は、以下の通りとし、遅れた者は棄権とみなし競技はできない。
他、競技者係の指示に従うこと。
トラック競技

フィールド競技

招集開始(点呼開始)

招集完了(移動時刻)

招集開始(点呼開始)

招集完了(移動時刻)

30 分

20 分

50 分

40 分

(3)用具は、主催者が準備した物を使用するが、投擲器具は各自用紙をした物で競技開始前に
検定を受け使用許可が出た物のみを使用できる。
(4)ナンバーカードは、各自の登記登録番号(平成 26 年度)を大きく明記した物を各自作成し
胸背部に付けること。
（中学・学校名）
(5)競技中の傷害については、主催者は応急処置のみとする。
(6)当日の申込は原則として受付しない。
(7)スパイクシューズは、全天候舗装用を使用し、ピンの長さは 9mm 以下とする。
(8)個人カード(リレーオーダー共)を申込と同時に提出すること。
（記録を必ず明記すること）
(9)走高跳の試技ラインは、男子 1.30ｍ 女子 1.10ｍとする。
(10)棒高跳の試技ラインは、2.2ｍとする。
(11)各参加校の引率教員は、競技審判として協力をお願いする。
(12)主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、
日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づ
いて取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

第 ５ 回 広 島 県 東 部 記 録 会 要 項
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

(一財)広島陸上競技協会

３．期

日

平成２７年１月１１日（土）
開門 7:30

４．会

場

学校・一般 受付 8:30～9:00

競技開始 10:00～

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場
〒720-0832 福山市水呑町 4748 ℡ 084-956-4563

５．競技種目

男子の部（一般・高校・中学）
3000m 5000m 10000m
女子の部（一般・高校・中学）
3000m 5000m

６．参加資格

平成 26 年度(財)広島陸上競技協会登記(学生・生徒含む)登録者であること。

７．申込方法

(1)締切 １２月２５日(木)必着
(2)別紙様式の申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて必ず現金書留で申し込むこと。
(3)参加料

一種目につき、一般 700 円

高校 400 円

中学 300 円

(4)参加制限 一人、何種目でもよい。中学生の長距離は 3000m までとする。
(5)申込先

〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10 吉田明稔 宛
℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588

☆競技日程の連絡を希望する場合は 82 円切手を貼った返信用封筒を同封すること。
８．そ の 他

(1)本競技会は、平成 26 年度日本陸上競技連盟競技規則に準じて行う。
(2)招集時間は、以下の通りとし、遅れた者は棄権とみなし競技はできない。
他、競技者係の指示に従うこと。
(3)ナンバーカードは、各自の登記登録番号(平成 26 年度)を大きく明記した物を各自作成し胸
背部に付けること。
（中学・学校名）
(4)競技中の傷害については、主催者は応急処置のみとする。
(5)当日の申込は原則として受付しない。
(6)スパイクシューズは、全天候舗装用を使用し、ピンの長さは 9mm 以下とする。
(7)個人カードを申込と同時に提出すること。
（記録を必ず明記すること）
(8)主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づ
いて取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

第３０回全国小学生陸上競技交流大会福山市予選会要項
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

福山市教育委員会 (公財)福山市体育協会 (公財)福山市体育振興事業団 中国新聞備後本社

３．期

日

平成２６年５月２５日（土）
開門 8:00

学校受付 8:20～9:00

競技開始 10:00～

☆開会式は行わない、放送にて開会宣言と選手注意事項を通告する。
４．会

場

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場
〒720-0832 福山市水呑町 4748 ℡ 084-956-4563

５．競技種目

小学生男女（各学年別）但し、リレーは学年別除く混成可。
100m 80m ハードル 4×100mR
走幅跳

６．参加資格

走高跳 ソフトボール投げ

(1)福山市（尾道市）に在住する小学生 ５・６年生に該当する児童。
(2)参加制限は一人 1 種目のみとする。但し、リレーは除く。

７．申込方法

(1)締切 ５月１０日(土)必着
(2)別紙様式の申込書と個人票をつけて申し込むこと。
小学生登録№管理することになりました、別紙一括申込と個人票に№を記入下さい。
※登録№基盤振り分け一覧をもらっていない場合はブランクでＯＫです。
(3)参加料

300 円／１種目（リレーは 1 チーム）※スポーツ傷害保険含む(大会当日徴収)

(4)申込先

〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10 吉田明稔 宛
℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588

☆競技日程の連絡を希望する場合は 82 円切手を貼った返信用封筒を同封すること。
８．競技規則及び方法
(1)本大会における傷害については、各自が責任を負うこと。
(2)トラック競技は予選・決勝があります。
(3)フィールド競技の試技は全て 3 回とする。
(4)ゼッケンは、各チームで準備すること。
（チーム名の入ったユニフォームでも可）
(5)スパイクシューズは使用しても良い。
(6)リレー競技におけるバトンパスは、テークオーバーゾーン手前から助走マーク
（１０ｍの補助ゾーン）の使用を認める。
(7)主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づ
いて取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

第４８回福山駅伝競走大会要項
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

福山市教育委員会 中国新聞備後本社 (公財)福山市体育協会 (公財)福山市体育振興事業団

３．期

日

平成２７年２月８日（日）開門 7:30
受付 8:10～9:00

４．会

場

開会式 9:20 閉会式 13:30

出発 小学生男女の部

10:00

中学 女子の部

10:30

中学 男子の部

11:30

一般の部

11:30

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場を中心とした運動公園周回コース
〒720-0832 福山市水呑町 4748

５．部

別

℡ 084-956-4563

①小学男女の部 5 区間 距離 5.75km

④一般の部 5 区間 距離 14.6km

②中学女子の部 5 区間 距離 13.3km
③中学男子の部 5 区間 距離 14.6km
６．参加資格

(1)小学生の部 男女混合可として 3 年生以上とする。チーム編成は特に問わない。
(2)一般の部

クラブ・同一職域チームを原則とする。

(3)高校・中学の部 学校対抗とするが、チーム編成が出来ない場合は混成チームを認める。
７．競技規則

(1)監督 1 名 選手 5 名 補員 2 名
(2)申込後の選手変更は認めない。
（但し、当日受付時、補員との変更可）
(3)伴走は認めない。
(4)ナンバーカードは大会本部で準備したものを胸部につけること。
ナンバーカード＆安全ピン及びタスキは終了次第、大会本部へ返却すること。
(5)最終コールはスタート 20 分前にスタート（中継地点）で行います。
(6)傷害等については、主催者側は応急処置のみとする。

８．表 彰

団体の部 優勝・準優勝・第三位（但し、小学生は 6 位まで）
個人の部 各区間第一位

９．参加料
１０．申込方法

（１チーム）一般 1,500 円

小・中・高 1,000 円 （傷害保険料を含む）

(1)締切 平成２７年１月２４日(土)必着
(2)別紙様式に必要事項を記入し参加料を添えて申し込むこと。
(3)申込先 〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10

吉田明稔 宛

℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588
１１．競技方法

１２．その他

竹ヶ端運動公園陸上競技場を中心としたスター式駅伝競走である。
区間

一般男子

中学男子

中学女子

小学男女

1区

（4.3km）

（4.3km）

(3.0km)

(1.15km)

2区

(2.15km)

(2.15km)

(2.15km)

(1.15km)

3区

(2.15km)

(2.15km)

(2.15km)

(1.15km)

4区

(3.0km)

(3.0km)

(3.0km)

(1.15km)

5区

(3.0km)

(3.0km)

(3.0km)

(1.15km)

総距離

１４．６ｋｍ

１４．６ｋｍ

１３．３ｋｍ

５．７５ｋｍ

主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づい
て取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

天野杯 第４３回福山ロードレース大会要項
１．主

催

福山市陸上競技協会

２．後

援

（公財）天野スポーツ振興財団 福山市教育委員会 中国新聞備後本社
(公財)福山市体育協会 (公財)福山市体育振興事業団

３．期

日

平成２７年２月１５日（日）開門 7:30
受付 8:10～9:00

４．会

場

開会式 9:00 閉会式 12:40

福山市 竹ヶ端運動公園陸上競技場を中心とした運動公園周回コース
〒720-0832 福山市水呑町 4748

℡ 084-956-4563

※詳細は大会プログラムにコース略図を記載する。
５．種

目

６．参加資格

【女子の部】

【男子の部】

小学生（学年共通） ２ｋｍ

小学生（学年共通） ２ｋｍ

中学生

３ｋｍ

中学生

高校生

３ｋｍ

壮年（４０歳以上） ３ｋｍ

一般

３ｋｍ

高校生

６ｋｍ

一般

６ｋｍ

３ｋｍ

(1)小学 3 年生以上の健康な方で完走能力がある者。
(2)中・高・大学・一般は陸連登録者に関係なく出場可とする。

７．表

彰

各種目第１位から第６位までに賞状とトロフィーを授与する。

８．参 加 料

１人 300 円（傷害保険料を含む）

９．申込方法

(1)締切 平成２７年２月２日(月)必着
(2)別紙様式に必要事項を記入し期日までに申し込むこと。
(3)申込先 〒720-0824 福山市多治米町 3 丁目 13-7-10

吉田明稔 宛

℡ 084-953-7994 携帯 090-3637-6588
１０．日

程

スタート時間
小学女子 2km の部

9 時 50 分

小学男子 2km の部

10 時 10 分

中学女子 3km の部

10 時 30 分

中学・壮年男子 3km の部

10 時 50 分

高校・一般女子 3km の部

11 時 10 分

高校・一般男子 6km の部

11 時 30 分

１１．主催者責任 主催者は、競技中における事故の応急処置を除き、一切の責任を負いません。各自の責任に
おいて、健康管理をして楽しくご参加下さい。
１２．競技規則

選手はいかなる場合でも、競技役員の指示に従うこと。

１３．そ の 他

(1)申込書の不備なものは受け付けません。
(2)当日の参加申込みは受け付けません。
(3)ナンバーカードは当日、受付にて渡します。競技終了後は返却のこと。
(4) 主催者は個人情報保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基
づいて取扱います。尚、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、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。

