
       

サトウ食品日本グランプリシリーズ延岡大会 

第32回ゴールデンゲームズｉｎのべおか大会要項 
1. 主  催 一般財団法人 宮崎陸上競技協会 

2. 共  催 ゴールデンゲームズｉｎのべおか実行委員会 

3. 後  援 日本陸上競技連盟 九州陸上競技協会 九州実業団陸上競技連盟 延岡市 延岡市教育

委員会 延岡市体育協会 旭化成㈱ 

4. 主  管 延岡市陸上競技協会 

5. 特別協賛 旭化成㈱ ㈱宮崎銀行 

6. 協  賛 イオン九州㈱ ㈱宮崎太陽銀行 アサヒビール㈱ ㈱新旭サービス アサヒ飲料㈱ 

ホテルサンロード熊本 こくみん共済 旭化成クリエイト㈱ ㈱伊藤園 向陽プラントサ

ービス㈱ (公財)労衛研延岡健診センター NPO法人アスリートタウンのべおか   

7. 協  力 デサントジャパン㈱ アシックスジャパン㈱ アディダスジャパン㈱  

㈱ニューバランスジャパン ㈱日本モバイル照明 ㈱テレビ宮崎 ㈲宮崎上水園 

㈱夕刊デイリー新聞社 JR九州 宮崎交通㈱  霧島酒造(株) 延岡観光協会  

㈱ケーブルメディアワイワイ ＪＡ延岡 

8. 期  日 ２０２１年５月４日（火）16時開始予定 

9. 場  所 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 

〒882-0804宮崎県延岡市西階町 1-3800 ℡0982-32-5832 fax0982-22-9865 

10. 種  目 グランプリ種目 

（男子）5000ｍ （女子）5000ｍ 

11. 競技規則 2021年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項による。 

12. 招待選手 (1) 日本陸上競技連盟の日本グランプリ招待基準により国内招待選手を決定する。  

(2) 主催者の招待基準により国内招待選手を決定する。 

13. 参加資格 (1)2021年度日本陸上競技連盟登記・登録者で、2019年 4月 1日以降 

2021年 4月４日（日）までに参加標準記録を突破した者。 

(2)ゴールデンゲームズ in のべおか実行委員会が推薦する選手。 

(3)高校生は標準記録を突破した者で１校男女各１０名以内とする。 

※記録証明書を添付を必須とする。 

14. 参加標準記録 種  目 男 子 女 子 

 ５０００ｍ １４分３０秒００ １６分３０秒００ 

高校生５０００ｍ １５分００秒００ １６分４５秒００ 
 

15. 参 加 料 一種目につき、 

一般３０００円・高校生１５００円 

(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために大会を中止することあるので、開催が決定

してからＨＰ上で申し込みを済ませたチームに振込の依頼をする。 

その際、欠場者がいても申し込んだ人数分を振り込むこととする。 

(2) 郵便局備え付けの「振込取扱票」を使用し振込むこと。 

(3) 郵便振替口座 ０１７３０－４－１４３５２２ 加入者名 ＧＧＮ実行委員会 

① 通信欄にゴールデンゲームズ inのべおか参加料と明記すること。 

②ご依頼人欄（おところ・おなまえ）は個人名ではなくチーム名・住所を記入すること。 

注）参加料入金後は、理由の如何にかかわらず返金しない。 

16. 申 込 方 法 下記ホームページから申込み一覧表をダウンロードし、必要事項を全て記入の上Ｅメー

ルにて申し込むこと。そのまま取り込むため様式は絶対に変更しないこと。 

注１） 学年、年齢は大会当日を記入のこと。 

注２） Ｅメールはタイトル、本文(所属名等)を必ず記入のこと。記載のない場合セキュ

リティの関係で受け付け出来ない。 



(1) 申込書の際、記録証明書を必ず添付のこと。陸上競技マガジン記録集のコピーにマー

カーでもよい。 

(2) ホームページ   http://goldengames.jp 

(3) 申込み先Ｅメールアドレス mail:rikujyoubu@om.asahi-kasei.co.jp 

※申込を受け付けたチーム名は上記ホームページに公開する。 

(4)申込み締め切り   ２０２１年４月５日（月）１７時 

※指定の様式及びＥメール以外は受け付ない。４月１日から事務局が不在となり、出

先でプログラム編成を行なうため、締切日は厳守すること。 

17. 表  彰 (1) 各レース３位までゴール直後に表彰する。表彰係の指示に従うこと。 

(2) 大会記録更新者に記念品を贈呈する。 

(3) 日本記録更新者に記念品を贈呈する。 

(4) 出場競技者の中から、男女各１名に最優秀選手賞を授与する。 

(5) 日本グランプリシリーズ延岡大会の MVP を１名選出する。 

18. 個人情報の 

取り扱い 

(1)主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報

を取扱う。尚、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)本大会はケーブルテレビ放送及びインターネット上で動画配信を行う。 

(3)大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者、日本陸連及び主催者、

共催者、日本陸連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・ポスター等の宣伝材料、グッズ制作、テレビ・ラジオ・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。 

19. ドーピング 

コントロール 

(1) 本競技会は、ワールドアスレティックスアンチ・ドーピング規則および規程、もしく

は日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。

本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液 （或いは両方）の採取が

行われる。該当者は指示に従って検査を受けること。 

(2) ＴＵＥ申請について 

禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得

ない競技者は“治療使用特例（TUE)の申請を行わなければならない。 

詳細については、日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ 

(https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/） 

又は日本アンチ・ドーピング機構ホームページ（http://www.playtruejapan.org/）を

確認すること。 

(3) 競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要とな

る。顔写真のついた学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポートコピー

などを持参すること。 

(4) 本競技会参加者（18 歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーした

時点で日本アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピング・コントロール手続の対

象となることに同意したものとみなす。18 歳未満の競技者については、本競技会へ

の参加により親権者の同意を得たものとみなす。 

 (5) 本競技会に参加する本競技会に参加する 18 歳未満の競技者は、親権者の署名した

同意書を大会に持参し携帯すること。親権者の同意書フォームは、日本アンチ・ドー

ピング機構 JADA のウェブサイト(https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html )

からダウンロードできる。18 歳未満の競技者はドーピング検歳の対象となった際

に、親権者の署名が記載された当該同意書を担当検査員に提出すること（注意：2020

年 12月末までに日本陸連に 18歳未満競技者親権者同意書を提出している場合でも、

検査時に 18 歳未満であれば JADA に当該同意書を提出すること）。なお、親権者の

同意書の提出は 18 歳未満時に 1 回のみで、当該同意書の提出後に再びドーピング

検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング検査時に申し

出ること。ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査

後 7 日以内に JADA 事務局へ郵送にて提出すること。親権者の同意書の提出がな

かった場合でも、ドーピング・コントロール手続に一切影響がないものとする。 

(6) 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種

類を問わず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等

個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することができなかった場合等は、

http://goldengames.jp/
mailto:rikujyoubu@om.asahi-kasei.co.jp
https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、


アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判

断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになる

ので留意すること。 

(7) 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技

/運動終了後 2 時間の安静が必要となるので留意すること。 

(8) 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団

法人日本アンチ･ドーピング機構のウェブサイト 

（http://www.playtruejapan.orgh にて確認すること 

20. そ の 他 (1) 天候型トラックのためスパイクのピンは、７㎜以下を使用のこと。 

(2) 競技中に生じた事故については、救急医療のみ主催者側が行うが事後の責任は負わな

い。 

(3) エントリー選手全員に対し、大会当日のみ事務局が一日傷害保険に加入する。 

(4) 競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込める物品の商標の大きさは、日本陸上競

技連盟 「競技会における広告および展示物に関する規定」による。 

(5) 大会情報は  http://goldengames.jp/ 

(6) 記録速報は http://ggn.goldengames.jp/ ※携帯対応 

 

 

21. 注意事項 新型コロナ対策について 

(1) 大会開催に向けて準備を進めているが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によって

は、競技会の開催が中止・延期になる場合があるので、予めご了承いただきたい。な

お、本大会は、日本陸上競技連盟の「陸上競技再開のガイダンス」に準拠し競技会運

営を行う。大会参加者の皆様は、必ず事前に確認いただき、感染症対策を徹底したう

えでのご参加をお願いしたい。「陸上競技再開のガイダンス」は、日本陸上競技連盟

のホームページに掲載している。また、今後ガイダンスの更新に当たり、大会要項を

変更する可能性あるので、予めご了承いただきたい。 

(2) 競技者、監督、大会関係者、観客は、「【体温記録活用アプリ】テレサ」または、「【大

会前/提出用】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」（様式

１）を大会１週間前から記入し、受付に提出すること。提出しない者は大会参加入場

を認めない。また、大会終了後２週間は「【体温記録活用アプリ】テレサ」または、【大

会後/個人管理用】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」

（様式２）を記入し、感染が確認された場合は主催者に報告すること。 

(3) 大会参加者は、各自の責任で手洗い、うがい、マスクの着用を励行する。 

(4) 2 日間連続で体温が 37,5℃を超える者の参加は認めない。 

(5) 参加するチームの監督、スタッフや参加校の顧問は、選手の体温と体調を把握し主催

者の求めに応じて、参加選手の状況を報告する 

(6) 無観客とはしないが、今大会に限りできるだけ、全国ケーブルテレビでの生放送。又

は、ライブ配信で応援をお願いしたい。 

(7) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため今大会に限り団体での応援を禁止とする。ま

た、声を出しての応援は控えてください。 

22. 問い合わせ先 〒882-0031  

宮崎県延岡市中川原町５－４９６０   

旭化成陸上競技部内 

ゴールデンゲームズ in のべおか実行委員会 楠光代 桐原三和 

Tel.0982-21-1979  

rikujyoubu@om.asahi-kasei.co.jp 

 

  以上 

 

http://goldengames.jp/
http://ggn.goldengames.jp/

