第 106 回日本陸上競技選手権大会・リレー競技

大会要項

新型コロナウイルスの対応策について
大会開催に向けて準備を進めておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、大会要項の変更または競技会の開催が中止
となる場合がございますので、予めご了承ください。 本連盟主催大会では、
「陸上競技活動再開のガイダンス」に準拠し競技会運営を行
います。ガイダンス最新版は、本連盟 HP（https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/）に掲載をしておりますので、大会参加者の皆様・
ご来場予定の皆様は、必ず事前にお目通しいただき、感染症対策を徹底したうえでのご参加・ご来場をお願いいたします。
１．主

催

日本陸上競技連盟

２．共

催

未定

３．後

援

未定

４．特別協賛

未定

５．協

賛

アシックスジャパン株式会社、大塚製薬株式会社、日本航空株式会社、株式会社ニシ・スポーツ、デンカ株式会社、
株式会社クリエイト

６．協

力

未定

７．主

管

東京陸上競技協会

８．期

日

2022 年 10 月 1 日（土）～２日（日）

９．会

場

東京・国立競技場
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1

10．種

目

全４種目
男子 4×100m リレー、男子 4×400m リレー、女子 4×100m リレー、女子 4×400m リレー

11．競技日程

10 月 1 日（土）予選 ／ 10 月 2 日（日）決勝

12．参加資格

2022 年度本連盟登録競技者で、日本国籍を有する競技者または日本で生まれ育った外国競技者で編成したチームとし、
次の(1)～(3)のいずれかに該当するチーム。なお、1 チームあたりのエントリー人数は 6 名までとする。
(1) 第 104 回日本陸上競技選手権リレー優勝チーム。ただし、その種目に限る。
(2) 参加記録有効期間 2022 年４月 1 日(金)から 2022 年 9 月 12 日(月)時点の(1)のチームを含めたランキングキング上
位 24 チーム。(2 つ以上のクラブ・学校・事業所を代表する選抜チームを除く。)
(3) 下記①および②の大会で資格を有したランキング上位 3 チーム。ただし、その大会時の決勝記録を対象とする。
なお、(1)の対象チームに(2)の上位 3 チームが含まれる場合は、(3)の次点チームから繰り上げる。
①参加記録有効期間に行われた実業団選手権大会(全日本・東日本・北陸・中部・関西・ 中国・九州)で各種目第 3 位
までに入賞したチーム。
②参加記録有効期間に行われた地域選手権大会(北海道、東北、関東、東京、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州選手
権)、日本学生対校選手権大会、全国高等学校対校選手権大会で各種目第 3 位までに入賞したチーム。ただし、その種
目に限る。
(4) 各種目の参加申込数が前項(1)～(3)で 27 チームに満たない場合、(3)の 4 位以降のチームが記録順に出場権を得る。
※エントリー期間中、各種目の途中経過のエントリー情報は適宜更新する。
(https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1715/)
※エントリーリストの公開日は 9 月 15 日（木）予定。

13．競技規則

2022 年度日本陸上競技連盟競技規則及び競技会における広告および展示物規程による。

14．表

各種目の 1 位にはメダル、賞状を、2・3 位にはメダルと賞状を、4～8 位には賞状を授与する。
1～3 位は表彰式にて、4～8 位は TIC にてお渡しする。

彰

15．参 加 料

1 種目（1 チーム）12,000 円
※傷害保険補償内容 死亡･後遺障害 50 万円 入院(日割)5,000 円 通院(日割)3,300 円
※大会参加中に負傷した場合に限る
※参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。

16．申込方法

本連盟 HP（https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1715/）より、申し込みを行うこと。
※申込期間：2022 年 8 月 29 日（月）10：00～9 月 12 日（月）1３：00
※申込みの際、参加記録有効期間内のベスト記録を証明する記録証明書、リザルトなどを確認できる URL を記載すること。

＜参加料の振込について＞
・下記の銀行口座へ振り込むこと。
銀行名：三菱 UFJ 銀行 支店名：渋谷支店 種別：普通 口座番号：2378834
口座名義：ザイ）ニホンリクジョウキョウギレンメイ
＊申込確認メール（本メール）に記載される受付番号を、振込人の氏名・団体名等の前に記入し、振り込みを行うこと。
＊振込期間：2022 年９月 15 日（木）～９月 22 日（木）
17．欠

場

大会に参加が認められた後に欠場する者は、欠場届に必要事項を記し、●月●日（●）●時までに東京陸協へ FAX すること。
大会前日・当日は、TIC に提出のこと。
欠場届：日本陸連 HP（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/athleticclub/form/）

18．個人情報の取り扱い
(1) 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順守し個人情報を取扱う。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大会に必要な連絡等に利用す
る。
(2) 本大会はテレビ放送及びインターネット上で動画配信を行うことがある。
(3) 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、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・ポスター等の宣伝材料、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．競技場内で着用できる衣類と持ち込める物品について
競技会における広告および展示物規程により、競技場内で着用できる衣類等に掲出できる製造会社名/ロゴ、スポンサー名/
ロゴの大きさ、数については下記の様になっている。事前に確認しておくこと。違反した場合にはテープ等でマスキング処
置を行う。
＜アスリートキット＞
(1) 競技用の衣類（トップス、ベスト、パンツ、レギンスなど）
、ウォームアップ用の衣類、セレモニーキット、トラックス
ーツ、Ｔシャツ、スウェットシャツ、スウェットパンツ、レインジャケット
○上衣 下衣 〔それぞれ〕
・製造会社名/ロゴ： 一箇所 ４０㎠まで（高さ５ｃｍ）
・スポンサー名/ロゴ： 一箇所 ４０㎠まで（高さ５ｃｍ）
・所属団体名/ロゴ、学校名/ロゴ：
上衣 前後 各一箇所
＊長さは問わないが、高さは 前：５ｃｍ、後：４ｃｍ
下衣 一箇所 高さは ５ｃｍ
＊学校名/ロゴに関しては、上衣・下衣 大きさの規制なし
(2) 競技者が着用するあらゆるその他のキットや衣類など（靴下、ヘッドギア、帽子、ヘッドバンド、手袋、アームバンド、
メガネ、サングラス etc）
・製造会社名/ロゴ： （一つに）一箇所 ６㎠（高さ３cm）まで
＊メガネおよびサングラスについては、製造会社名/ロゴを二箇所掲出できる。
・所属団体名/ロゴ： 一箇所 ６㎠まで
・学校名/ロゴ、都道府県名/ロゴ： 一箇所 大きさを問わない
＜個人の所有物およびアクセサリー＞
(1) タオル バッグ
・製造会社名/ロゴ： 一箇所 ４０㎠まで（高さ５ｃｍ）
・スポンサー名/ロゴ： 二箇所 ４０㎠まで（高さ５ｃｍ）
・競技者名/個人者ハッシュタグ： 一箇所 ４０㎠まで（高さ５ｃｍ）
＊バッグについては、スポンサー名/ロゴのうち一箇所を以下に変更できる
・所属団体名/ロゴ、学校名/ロゴ： 一箇所
〔所属団体名/ロゴ〕 長さは問わないが高さは５ｃｍ
〔学校名/ロゴ〕 大きさの規制なし
(2) 飲料ボトル
・アスリートスポンサー名/ロゴ： 二箇所 ４０㎠まで（高さ５ｃｍ）
＊ペットボトルを持ち込む場合はラベルをはがすこと。
20．問い合わせ先
【宿泊申込について】
未定
【日本選手権リレーの申込・大会全般について 日本陸上競技連盟】
〒160－0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－２ JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE ９階
TEL: 050－1746－8410（土・日祝日を除く 10：00～18：00）
【欠場届・競技運営について 東京陸上競技協会】
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目 3 番 7 号
TEL.03-6261-5280 FAX.03-6261-5283

秋穂セントラルビル 1 階

【日本陸連ホームページ内 大会ページ】
https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1715/

※この大会はスポーツ振興基金助成金を受けて開催致します。

