
 新日本スポーツ連盟大阪府連盟 

2020 年度 第 57 回大阪スポーツ祭典 

陸 上 競 技 大 会 

１、主催：新日本スポーツ連盟大阪府連盟・大阪スポーツ祭典実行委員会 

２、協力：新日本スポーツ連盟大阪ランニングセンター 

３、日時：２０２０年 ９月 ６日 (日) 競技開始予定 ８時３０分 

４、場所：ヤンマーフィールド長居（長居第２陸上競技場） 

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園１－１ 

５、種目 

男子 

壮年(40 才以上) 

一般 

高校生 

100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、10000m、 

4×100mR、4×400mR、走幅跳 

中学生 100m、200m、400m、800m、1500m、4×100mR、走幅跳 

小学生(4 年生以上) 100m、4×100mR(男女混合あり) 

女子 

壮年(35 才以上) 

一般 

高校生 

100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、4×100mR、 

走幅跳 

中学生 100m、200m、800m、1500m、4×100mR、走幅跳 

小学生(4 年生以上) 100m、4×100mR 

６、参加資格 

(1) 小学生（４年生以上）は誰でも出場できます。※車イスでの参加は出来ません。 

   (2) 中学生以上は、個人種目 (リレー以外) に 2 種目まで出場できます。 

７、競技方法及び制限タイム 

  (1) 2020 年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規則によります。 

   (2) 種目が同じで、参加人数が少ない場合は合同でプログラムを編成します。 

   (3) 10000m は 45 分、5000m は 25 分で競技を打ち切ります。 

     ※各自で周回チェックをしてください。 

     ※10000ｍは定員 30 名、5000ｍは定員 40 名。定員を超えれば返金します。 

   (4) 中・長距離走以外は「自動計測器 (写真判定システム)」を導入します。 

   (5) ナンバーカードは主催者が用意します。（競技終了後は各自お持ち帰りください） 

８、参加費 

1 種目につき、 壮年・一般（大学生含む) は 1,200 円、2 種目目は 1,000 円。 

  〃   、高校生は 1,000 円、2 種目目は 800 円。 

  〃   、中学生は 800 円、2 種目目は 600 円。 

  〃   、小学生は 600 円。 

5000ｍ・10000ｍは 1,700 円、2 種目目は 1,000 円。リレー種目は 1 チーム 1,600 円。 

９、表彰 

各種目 1 位にメダルと 3 位まで賞状をお渡しします。 

10、申込方法 

裏面の申込書と個票を記載の上、申し込みください。(当連盟ホームページからも申 

込書をダウンロードできます) 男子は黒字、女子は赤字で記入し、男・女別々に分け 

て申込書に記入してください。 

また個票は各自で切り離して同封し、大会事務局まで送付してください。 



※送付時に銀行振込・郵便振替での控え (コピー可) も同封してください。 

参加費は申込締切日までに、記載の口座へ銀行振込・郵便振替により納めてください。 

尚、参加費を郵送する場合は必ず現金書留を利用し、普通郵便に現金を入れて送付しな 

いでください。申込書及び銀行振込・郵便振替での控えを FAX・メールで送付しても可 

能です。事務所持参も可能ですが、必ず来店する前に事務所に電話問い合わせをお願い 

します。 

インターネット申込「スポーツエントリー」からも申込可能です。（６月２５日頃より） 

11、申込先及び締切日 

新日本スポーツ連盟大阪府連盟「陸上競技大会係」 宛 

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央 1-16-15、三双ビル 2F 

TEL 06-6942-4751 FAX 06-6942-4753 

ホームページ  http://www.osaka-sports.net 

メールアドレス office@osaka-sports.net 

（振込先） 

郵便局から、【記号番号】００９４０－９－９４７８４ 

                 【口座名義】大阪秋季陸上大会 

  他金融機関から、【銀 行 名】ゆうちょ銀行 【金融機関コード】９９００ 

          【店  番】０９９    【預金種目】当座 

          【店  名】〇九九店 (ゼロキュウキュウ店) 

          【口座番号】００９４７８４ 

  申込締切は、８月７日（金）です。 

参加費と申込用紙を郵送または事務所まで持参してください。（当日消印分まで受付） 

申込後のキャンセルは返金しません。 

12、運営協力について 

  中学・高校・大学及び団体クラブで参加する場合 (8 名以上の参加) は、大会当日、 

審判員・運営役員のご協力をお願いします。ご協力頂いた審判員・運営役員の方々に 

は交通費 (当連盟の規定金額)・お弁当を支給させて頂きます。 

13、競技順序（今年度の予定） 

最終競技順序は大会の 1 週間前にホームページに掲載しますが、今年度の予定を参考に 

してお申し込みください。※今年度は全て決勝のみになります。 

〇競技ダイヤ予定（トラック競技）     〇競技ダイヤ予定（跳躍競技） 

1、 8：30 10000ｍ           1、 10：30 中学生・高校生 

2、 9：20 100ｍ            2、 13：30 一般・壮年 

3、 11：20 800ｍ 

4、 12：00 5000ｍ 

5、 13：00 200ｍ 

6、 13：30 400ｍ 

7、 14：00 1500ｍ 

8、 15：00 4×100ｍR 

9、 15：30 4×400ｍR 

 

http://www.osaka-sports.net/
mailto:office@osaka-sports.net


1４、注意事項 

(1) 競技中に発生した事故・負傷については応急処置のみを行います。大会当日、体調が 

 すぐれない場合には無理せず参加しないでください。 

 (2) ナンバーカードは主催者で用意します。競技終了後は各自お持ち帰りください。 

(3) 競技ダイヤ・スタートリスト等は 8 月 31 日（月）以降に随時ホームページに掲載し 

  ます。※受付申込確認証・参加案内書の発送はしませんので、必ずホームページを確  

 認してください。 

(4) 自然災害等で大会の開催が不可能の場合は、参加費を返金しませんので、ご了承くだ 

  さい。 

(5) 貴重品等はくれぐれも自己責任で管理してください。 

(6) 個人情報の取扱いについて、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、個人情報を取り扱います。また、取得した個人情報は、大会のプログラム編 

 成及び作成、記録発表、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 

 利用します。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、ホームページ・SNS 等の媒体に 

 掲載することがあります。 

(7) 誰でも参加できる陸上大会ですので、服装等は運動できる格好で大丈夫です。また、 

  スパイク等をお持ちでない方でも運動靴 (スポーツシューズ) で参加可能です。 

 ※革靴は不可。 

(8) 当連盟が主催する大会は「公認大会」ではありません。 

   また、運営役員もボランティアスタッフや、団体参加チームからの役員協力で開催し 

 ている皆さんによる手作りの大会です。参加される選手の皆さんはご理解の程、宜し 

 くお願いいたします。 

 ※今年度も、投てき競技、跳躍競技（走幅跳以外）は、行いません。 

    

【重要】新型コロナウイルス感染症等への対応について 

大会開催にあたり、大阪府からの要請により、適切な感染防止策を実施し、感染者発生に 

備えた「大阪コロナ追跡システム」を導入したうえで、開催する予定ですので、皆さんに 

はご不便をお掛けしますが、何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願いします。 

  ※大会開催 1 週間前に「大会開催にあたっての注意事項・お願い」をホームページに掲載 

   しますので、必ず確認したうえで参加してください。 

  また、参加費の取扱いについて、大会申込締切日（8/7）を基準にし、その時点で大阪府 

よりイベントの自粛要請等により大会を中止せざるを得なかった場合には、現金書留にて 

返金します。（現金書留で送る為の手数料等を差し引いて返金） 

8/8 以降から大会開催日（9/6）までに大阪府からのイベント自粛要請や施設の利用中止で 

大会を中止せざるを得なかった場合には返金することが出来ませんのでご了承ください。 

申込定員は 10000ｍ・5000ｍ以外は設定していませんが、主催者が想定している範囲内を 

超える参加申込人数に達した場合には、その時点で申込を終了する場合があります。 

逆に主催者が想定している範囲内よりはるかに少ない参加申込人数の場合には大会を中止 

する場合があります。（8/7 締切日時点で判断し、その場合には全額返金します） 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 金額

NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 金額

NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 金額

NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 金額

NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 金額

NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 金額

団体・チームで8名以上の参加の場合は、審判・役員のご協力をお願いします。

※NO.は空白。個人で参加の方は団体・チーム名明記不要。小学生は、年齢欄に何年生か明記。男子は黒字、女子は赤字。

種目 種別 種目 種別

NO. 年齢 NO. 年齢

名前 名前

※NO.は空白。最高記録のわからない方は予想記録でも可。 ※NO.は空白。最高記録のわからない方は予想記録でも可。

種目 種別 種目 種別

NO. 年齢 NO. 年齢

名前 名前

※NO.は空白。最高記録のわからない方は予想記録でも可。 ※NO.は空白。最高記録のわからない方は予想記録でも可。

種目 種別

NO. 年齢 種目 種別

名前 NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

※NO.は空白。最高記録のわからない方は予想記録でも可。

NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

種目 種別 NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

NO. 年齢 NO. 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

名前 ※NO.は空白。最高記録のわからない場合は予想記録でも可。

※NO.は空白。最高記録のわからない方は予想記録でも可。

審判役員

 〒     　    －

審判役員 審判役員

種目・種別

種目・種別

種目・種別

合計金額

種目・種別

種目・種別

2020年度 第57回大阪スポーツ祭典陸上競技大会　参加一覧申込書
申込者

（代表者）
団体・チーム名

自宅番号

携帯番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

最高記録

連絡先住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾘﾚｰﾁｰﾑ名

NO.

NO.

中・高・一般・壮年 男・女

名前

名前

最高記録

ﾌﾘｶﾞﾅ

【競技用個票】 所属・団体名

中・高・一般・壮年 男・女

中・高・一般・壮年 男・女

最高記録

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

【リレー個票】 所属・団体名【競技用個票】 所属・団体名

最高記録

最高記録

最高記録

【競技用個票】 所属・団体名 【競技用個票】 所属・団体名

中・高・一般・壮年 男・女男・女中・高・一般・壮年

最高記録

切 り と り 線

種目・種別

中・高・一般・壮年 男・女 中・高・一般・壮年 男・女

ﾌﾘｶﾞﾅﾌﾘｶﾞﾅ

【競技用個票】 所属・団体名 【競技用個票】 所属・団体名


