
第１６回 越谷カップ陸上競技記録会要項 
１ 主  催  越谷市陸上競技協会 
２ 共  催  埼玉陸上競技協会 
３ 日  時  ２０２０年1１月１４日（土）・1５日（日） 小雨決行 

         開場時間 7時00分（予定） 
競技開始 トラック8時30分（予定）・フィールド9時00分競技開始（予定） 

４ 場  所  越谷市立しらこばと運動公園競技場 048－971－3232 
５ 資  格  ２０２０年度日本陸上競技連盟登録者（小学生は除く。） 
６ 出場制限  今回の記録会は埼玉県在住・在学・在勤とする。 

（１）中学生・高校生は、個人参加・保護者引率を認めません。必ず学校単位で申込 
むこと。 

（２）小学生は４年生以上で、（一財）埼玉陸上競技協会に団体登録している 
団体単位で申し込むこと。 

（３）顧問、引率の先生・コーチの方は、必ず競技役員をしてください。 
          

1人2種目 （ただしリレーを除く。） ※小学生は、１人１種目 
７ 種  目 

 男   子 女   子 
小学生 100ｍ 1000ｍ 走幅跳  100ｍ 1000ｍ 走幅跳  

中学生 
100ｍ  200ｍ  400ｍ  800ｍ1500ｍ 
3000ｍ 4×100ｍR  
走幅跳 砲丸投 

100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 
4×100ｍR 
走幅跳 砲丸投 

高校生 
一 般 

100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 
5000ｍ 4×100ｍR 
4×400ｍR 走幅跳 砲丸投 

100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 
3000ｍ 4×100ｍR 
4×400ｍR 走幅跳 砲丸投 

 
８ 参 加 料  1種目1名につき、一般1,000円・高校生800円・中学生600円・小学生500円 

         リレー１チームにつき、1,500円 （複数チーム参加可：Ａ・Ｂ等チーム明記のこと） 
 
９ 申込期限  令和２年１０月２９日（木）１８時必着 それ以降の申込みは一切受付られません。 
 

10 申込方法  埼玉陸上競技協会ホームページに申込みシート他を掲載いたします。 
電子メールにより申込みください。申込みシートに必要事項を入力し、メールにて 
石橋利之メールアドレス(toshi5502602@yahoo.co.jp)まで送信してください。 
メール受信後に、申込み時に使用したメールアドレスに受信確認のメールを返信しま 
す。この返信メールにより申込み完了となりますので、必ずご確認願います。（自動 
返信ではありませんので多少の時間差が出ます。ご了承ください。） 
なお、送信の際は、件名を「団体名（個人参加の場合は個人名）＋越谷記録会申込」 
（例：○○高校・越谷記録会申込）とし、責任者の連絡先を付記すること。 
 

11 参加料振込先  埼玉りそな銀行越谷支店  普通口座  口座番号 3517436 
                口座名義  越谷市陸上競技協会 会長 荒井 秀雄 
         ※上記口座に規定の参加料を、１０月２９日（木）午前中までに振り込んでください。 

参加者の最終確認のため、参加料の振込みが確認できない場合は、参加を認めないこと 
があります。なお、振込みの際は、学校単位・団体単位で参加する場合は学校名・団体
名で、個人単位で参加する場合は個人名で振り込んでください。 
 

12 コロナ対策について 
    今大会はコロナ禍で越谷市陸上競技協会主催にて初めて行う大会です。感染症拡大防止対策も含めて、

今までの大会運営では想定していない対策・費用も必要となっております。そのため、出場制限・競技種
目限定だけでなく、当日もこの要項にない注意や色々なトラブルなどでご不便をおかけすることと思いま
す。ただ、準備段階から大会開催に当たっては、当競技場職員や競技役員のみならず、全ての大会関係者
のご協力のもとに、開催できることに感謝いたします。無事に競技進行できるように下記についても、必
ずご協力ください。場合によっては、入場制限や退場を求めることがありますのでご理解ください。 

 
(１) 別紙１「参加同意書」（各団体代表が1部）、別表２「大会前体調管理チェックシート」（参加者全員）

は、当日受付に提出して下さい。別表３「大会後体調管理チェックシート」は、大会終了後各自記入
保管下さい。 



(２) 競技役員・コロナ対策役員の注意・指導等を守り、必ず対応をお願いします。 
(３) 競技中を除き、必ずマスクを着用してください。 
(４) 競技場内には、競技者、役員、補助員のみの入場とします(保護者・応援は入場できません)。 
(５) 大会当日の競技開始後に体調の異変を感じた時は、顧問等に報告し退場すること。 
(６) 密接しての会話を控えて、大声や集団応援は禁止とします。 
(７) 各自・団体で、手指消毒用の消毒液や布・ペーパー等の感染症拡大防止品をご用意ください。また、

使用済みのゴミ等についても管理し、お持ち帰りください。 
  (８)観客席については、密にならない対策・制限を行います。各団体で２名の記録・ビデオ撮影等の使用

目的に限定します。その際に、ゲートにて入退場管理を行いますので、ご協力ください。 
(９)テントの設置場所は、競技場芝生席・第二競技場内フェンス際に限定します。 

公園内及びインターロッキング上の設置は禁止します。また、風等によるテントの転倒・吹飛ばし 
から、怪我人が発生しております。必ず固定具等の防止策を行ってください。 
 

13 そ の 他 
  (1)正式な競技日程については、埼玉陸上競技協会のホームページに掲載する。 

なお、編成上の事情により前日までに掲載できない場合もあるが主催者はその責任を負いません。 
(2)申込書類に記入漏れ等あったときは、参加を認めないことがあります。 

いかなる理由でも参加料は、（大会中止の場合でも）返金いたしません。 
  (3)プログラムは、1校・1団体につき1部とする。それ以外は、購入となります。 
  (4)ナンバーカードは各学校・各自の登録番号とし、各自用意すること。 
   なお、腰ゼッケン（800ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ）は、主催者にて、用意します。 
   安全ピンは各自用意すること。 
  (5)当日の受付時間は、7時から行いますが、競技開始時刻に併せて、密にならないように分散での来場に 

ご協力ください。 
  (6)競技役員については、７時５０分頃を目安に役員打合せを行うので、必ず出席してください。 

(6)競技中の怪我等の応急処置は主催者で行うが、以降の責任は参加者にあるものとする。 
  (7)スポーツ障害保険等には各自で加入すること。 
  (８)大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用する 

ことはありません。 
  (９)引率の先生方は当日の大会運営役員にご協力ください。参加申込書に欄を設けますので、ご記入をお願

いします。 
  (1０)競技場内に大会専用のゴミ箱は設置しませんので、持ち込んだゴミ・特に消毒液や布・ペーパー等の

感染症拡大防止で使用したものは各自・団体でお持ち帰り願います。 
 
1４ 問合せ先  （申込み）石橋 090－3201－4107 

（その他）高橋 0９0－2203－1073 



第１日目 11月14日

小学生 中学生 高校・一般 小学生 中学生 高校・一般
100ｍ 100ｍ 400ｍ 100ｍ 100ｍ 400ｍ

1000ｍ 400ｍ 1500ｍ 1000m 1500m 1500m

1500m 400ｍＲ 400mR

走幅跳 走幅跳 走幅跳 走幅跳

砲丸投 砲丸投

第２日目 11月15日

小学生 中学生 高校・一般 小学生 中学生 高校・一般
200m 100m 200m 100m
800m 200m 800m 200m

3000m 800m 400mR 800m
400ｍＲ 5000m 3000m

1600mR 1600mR

走幅跳 走幅跳

砲丸投 砲丸投

第1６回越谷カップ陸上競技記録会　日毎実施種目（案）

女子男子

2020/11/14 ～15  

男子 女子



＜参加同意書＞      別紙１ 

越谷市陸上競技協会 会長 殿 

 

私は、「第１６回 越谷カップ陸上競技記録会」参加に際し下記事項を確認の上、同意致します。 

 

記 

１. 所属先から対外的な活動および大会参加が認められていること。 

２. 未成年者は保護者の同意を得ること。 

３. 大会参加時および居住地から会場への移動について、新しい生活様式、日本陸上競技連盟陸上競技活動再開のガイダンス、そ

の他会場のガイドライン等を遵守し、特に 3 密回避行動を取り、大会運営への協力ならびに感染防止に最大限努める。  

※これらの内容について、著しく逸脱した行為がある者は会場内から退場を命ずることがある。 

４. 大会前 １週間の「【大会前】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート（別表 2）」を大会当日、受付へ提

出しなければならない。 

1)提出なき場合または虚偽の記載がある場合、出場・来場を認めない。 

５. 大会当日、大会前 2 週間以内に以下の事項に該当する場合は、自主的に参加・来場を見合わせる。 

1)体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

2)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

3)37.5 度以上の発熱が 4 日以上続いていた場合  

4)政府から入国制限、入国後の要観察が必要な国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合  

６. 大会終了後２週間は「【大会後】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート（別表 3）」を用いて各自健康チ

ェックを行うこと。 

1)症状が４日以上続く場合は必ず最寄りの保健所、医師会、診療所等に報告し、大会主催者にも報告すること。 

７. 参加料はいかなる場合においても返金しない。 

８. 待機中はマスクを着用し、レース後は手洗い・洗顔を徹底する。 

９. 大会主催者の免責事項 

1)新型コロナウイルス感染症は、スポーツ安全保険の適用対象外である。 

2)大会主催者は競技会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染症の感染に対するいかなる責任を負わない。 

１０. 個人情報取得の同意 

1)個人情報の取得目的 競技運営目的以外に感染症予防対策目的として個人情報を取得する。 

2)個人情報の第 3 者提供 大会主催者が保健所・医療機関等の第三者へ情報を提供する場合がある。 

3)個人情報の保管期間 取得した個人情報は大会終了後少なくとも 1か月以上とする。 

以上 

 

日付 2020年 11月  日   

所属名           

顧問自著（保護者自著）            印 

 

 


