新潟大会

大会要項
新型ウイルス感染症対策および写真撮影の規制について
本競技会は「陸上競技活動再開についてのガイダンス」ならびに「Denkaアスレチックスチャレンジカップ2021
新型ウイルス感染症対策および写真撮影規制について」（別に定める）に準拠し競技会運営を行います。
●陸上競技活動再開についてのガイダンス：

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/

参加者および来場者の皆様は上記ガイダンス・指針へのご理解、ご協力のほどよろしくお願いたします。
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がございます。予めご了承ください。

1 主

催

Denka Athletics Challenge Cup 2021 実行委員会
一般財団法人新潟陸上競技協会
株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ

2 共

催

新潟県

3 後

援

公益財団法人日本陸上競技連盟
新潟日報社
新潟県教育委員会
新潟市教育委員会 公益財団法人新潟県スポーツ協会 公益社団法人新潟県観光協会（予定）

4 主

管

一般財団法人新潟陸上競技協会

新潟市

Ｎ Ｓ Ｔ新潟総合テレビ

5 特別協賛

デンカ株式会社

6 協

賛

日東アリマン株式会社 長谷川体育施設株式会社 株式会社福田組
新潟運輸グループ 株式会社ココカラファイン 三幸製菓株式会社

7 協

力

北陸実業団陸上競技連盟
新潟実業団陸上競技連盟
新潟医療福祉大学
アップルスポーツカレッジ
月刊陸上競技

8 期

日

株式会社廣瀬

（予定）

２０２１年６月５日（土）～６日（日）
※Denkaチャレンジ5000ｍ（男女）については2021年6月5日（土）実施

9 会

場

10 実施種目

デンカビッグスワンスタジアム （WA CLASSⅡ認証スタジアム）
〒950-0933 新潟市中央区清五郎67-12
℡ 025-287-8811
★グランプリ種目（計２０種目）
【男 子】 ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ
走高跳 走幅跳 三段跳 円盤投 やり投
【女 子】 ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ
走高跳 円盤投 やり投
☆Denkaチャレンジ種目（ノングランプリ）
【男 子】 ５０００ｍ 中学生４×１００ｍＲ
【女 子】 ５０００ｍ 中学生４×１００ｍＲ
【混 合】 小学生４×１００ｍＲ

１００００ｍ

４００ｍＨ

１００００ｍ

４００ｍＨ

高校４×１００ｍＲ
高校４×１００ｍＲ

11 競技規則

2021ワールドアスレティックス規則ならびに2021年度日本陸上競技連盟競技規則及び本競技会
申し合わせ事項による。

12 参加資格

(1) 2021年度日本陸上競技連盟登録競技者。
(2) 以下の期間に【別表】に定める本競技会参加標準記録を満たした競技者。
参加標準記録有効期間：2020年1月1日（水）〜2021年5月9日（日）
※ 各種目の出場可能な人数をターゲットナンバーとして設定する。エントリー数でターゲット
ナンバーを超えることが生じた場合は、上記の参加標準記録を有する競技者であっても
参加を制限されることがある。
※ 一般財団法人新潟陸上競技協会が推薦する競技者は上記の限りではない。

13 申込方法

アスリートランキング（https://www.athleteranking.com/）によるエントリーとする。
(1) IDのある団体および競技者は必ず申し込み担当者のメールアドレスを登録してエントリー
すること。
(2) IDのない団体および競技者は「IDなしエントリー」から申し込むこと。
(3) 資格記録は参加資格(2)を満たした公認記録を入力すること。
(4) エントリー期間：2021年4月19日（月）～5月10日（月）23:59

14 参加料

(1) グランプリ種目：8,000円/種目
(2) Denkaチャレンジ種目：5,000円/種目 ※新潟陸協登録者は3,000円とする
リレー：3,000円/種目 ※リレーは新潟県内チーム限定とする
【支払方法】
銀行振込とし、振込先は下記口座とする。
第四北越銀行 姥ケ山(ｳﾊﾞｶﾞﾔﾏ)支店 普通預金 5020606
一般財団法人新潟陸上競技協会 代表理事 大橋 誠五
※ 参加料の振込は5月17日（月）に公開予定のエントリーリスト確定後に行ってください。

15 招待競技者 2021サトウ食品日本グランプリシリーズ大会要項ならびに本競技会申し合わせ事項による。
16 賞

金

各グランプリ種目の1~3位入賞者に、賞金を進呈する。

17 表

彰

各種目1~3位までにはメダルと賞状、4~8位には賞状を授与する。

18 欠場について
欠場する場合は、欠場が決定した時点でただちに欠場届に必要事項を記入し、新潟陸上競
技協会にメールまたはFAXで届け出ること。
一般財団法人新潟陸上競技協会
【TEL】025-257-7636
【E-mail】nrkk@guitar.ocn.ne.jp 【FAX】025-257-7691
19 体調管理チェックの申請について
競技会前後の体調管理には「テレサ-体温記録活用アプリ-」を使用します。
参加競技者およびチーム関係者は5月29日（土）～6月4日（金）の検温および問診の入力を
6月4日（金）13:00までに行ってください。
※アプリは以下からダウンロードできます。
【iPhone用】
https://apps.apple.com/jp/app/id1527208310

【Android用】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teresa_app.v02

20 公式練習
公式練習日：6月5日（土）9:00～14:00(予定)＠デンカビッグスワンスタジアム
公式練習会場としてメインスタジアムの利用を可能といたします。
※ 会場準備のため利用に制限がかかる場合がございます。
21 GP出場競技者受付
前日
当日
22 個人情報

時間
13:00~18:00
9:00～16:00

場所
アートホテル新潟駅前4Fロビー
デンカビッグスワンスタジアム正面玄関前選手受付

対象
招待競技者
全競技者

(1) 主催者は個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に
基づいて個人情報を取り扱う。なお、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、公式ホームページその他競技運営及び競技に必要な
連絡等に利用する。
(2) 本大会は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、日本陸連及び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。
(4) 出場競技者の名前及び所属をプログラム及び新聞等に記載する。

23 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、又は日本アンチ・ドーピング機構ホー
ムページを確認すること。
○日本陸連医事委員会： https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/
○日本アンチ・ドーピング機構： http://www.playtruejapan.org/
(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査の対象となった
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。
○日本アンチ･ドーピング機構JADA： https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html
(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、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にて確認すること。
○公益財団法人日本アンチ･ドーピング機構： http://www.playtruejapan.org
24 競技用靴について
競技者が使用するシューズ（スパイク、ランニングシューズ含む）についてはWAテクニ
カルルール第5条（競技規則第TR5）の改定ルールを適用する。
靴底の厚さは、800m未満の種目は20mm、800m以上の種目は25mmまでとする。
※詳細は日本陸連ＨＰ参照： https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/
25 本競技会の観戦について
(1) 観戦はテレサによる事前申し込みをした方に限る（上限○○名）。
(2) 来場者の事前体調チェックおよび身元情報の確認のため、観戦を希望する方は「19 体調
管理チェックの申請について」と同様にテレサを利用し、5月29日（土）～6月4日（金）
の検温および問診の入力を行ってください。当日に入場コードを提示していただきます。
(3) 観客席からカメラ等の撮影機器を用いて撮影を希望する場合は、撮影申請書をご記入の上、
撮影許可シールを衣服の見えやすい位置にお貼りください。
※ 入場料は無料とします。

26 その他

(1) 競技者の衣類及び競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込める物品の商標の大きさ
は、『競技会における広告および展示物に関する規程』による。
※詳細は日本陸連ＨＰ参照：
https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/rule/2020/p423_428.pdf
(2) 参加する県内の学校の引率顧問は競技役員の協力をお願いいたします。
(3) アスリートビブスは主催者で用意する。
(4) 大会本部ホテルは次の通りとする。
アートホテル新潟駅前（JR新潟駅南口直結） http://www.art-niigata-station.com/
〒951-8131 新潟市中央区笹口1丁目1
[TEL] 025-240-2111

27 大会事務局・問い合わせ先
株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ
〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目614-5 白山ビル7F
[TEL]025-201-7666
[FAX]025-201-7656
※欠場届は上記「18 欠場について」新潟陸上競技協会宛てにお送りください。

【別表】参加標準記録および参加人数
新潟大会

★グランプリ種目
男子
参加標準記録

種目
(ターゲットナンバー)

21.35
400m-47.80
300m-33.60
1:50.95
3:48.00
28:20.00
51.50
2.12
7.60
15.45
47.00
71.50
☆Denkaチャレンジ種目
男子
参加標準記録
参加標準記録は設けない
（最大2組の予定）

200m
(24)
400m
(24)
800m
(24)
1500m
(12)
10000m
(24)
400mH
(24)
走高跳
(12)
走幅跳
(12)
三段跳
(12)
円盤投
(12)
やり投
(12)

女子
参加標準記録
24.70
56.50
2:10.80
4:24.50
33:40.00
61.60
1.70

44.50
52.00

種目

女子
参加標準記録

5000m

参加標準記録は設けない
（最大2組の予定）

※実施種目に関する注意事項
一般財団法人新潟陸上競技協会が推薦する競技者は出場を認める。

