２０１３ 日本・中華台北交流ジュニア室内陸上競技大阪大会
２０１３ 日本ジュニア室内陸上競技大阪大会 要項
１．主

催

日本陸上競技連盟

２．主

管

大阪陸上競技協会

３．後

援

大阪府 大阪府教育委員会 大阪市 大阪市教育委員会 株式会社大阪城ホール 読売新聞社 読売テレビ
報知新聞社

４．特別協賛

株式会社ナイキジャパン

５．協

賛

大阪市信用金庫

６．協

力

大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ

７．期

日

２０１３年２月２日（土）

１０時００分競技開始

３日（日）

９時３０分競技開始

８．会

場

大阪城ホール （１周 １６０ｍ ４レーン、直線６０ｍ ８レーン）
大阪市中央区大阪城３－１（ＪＲ大阪環状線大阪城公園駅下車西へ徒歩５分）℡：06-6941-0345

９．競技種目

２月２日（土）
交流ジュニア室内陸上
男子 ６０ｍ ６０ｍJＨ（991mm） 走幅跳
女子 ６０ｍ ６０ｍＨ（838mm）

走幅跳

日本ジュニア室内陸上
中学生の部

男子 ６０ｍＨ（914mm） 走幅跳 棒高跳
女子 走幅跳

ジュニアの部 男子 ６０ｍ ６０ｍＨ（1m067）
女子 ６０ｍ ６０ｍＨ（838mm）

２月３日（日）
日本ジュニア室内陸上
中学生の部

男子 ６０ｍ ８００ｍ
女子 ６０ｍ ６０ｍＨ（762mm） ８００ｍ

ジュニアの部 男子 １５００ｍ 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳
女子 １５００ｍ 走高跳 棒高跳 走幅跳
※参加申込み人数によっては、競技種目の実施日を変更する場合があります。詳細はプログラム編成後の連絡事項で
競技日程、時間等をお知らせいたします。

１０．参加資格 交流ジュニア室内陸上
（１）２０１３年１２月３１日現在２０歳未満（1994 年１月１日以降に生まれた者）
（２）参加人数 各種目２名、中華台北、日本、近畿選抜
（３）代表選手の選考は日本陸連で選出する
（４）日本代表・近畿選抜は、日本ジュニア室内陸上競技大会へも出場する事が出来る。参加者は大会要項に準じ、申込
みを行なうこと。
日本ジュニア室内陸上
２０１２年度本連盟登録者で日本国籍を有する競技者（日本で生まれ育った外国籍を有する競技者を含む）で下記の
（１）～（４）を満たす競技者。
（１）中学生の部
１９９７年４月２日～２０００年４月１日の間に生まれた者で中学校に在籍している者。
（２）ジュニアの部
２０１３年１２月３１日現在２０歳未満（1994 年１月１日以降に生まれた者）
（３）上記（１）
、
（２）の該当者で、２０１２年１月１日以降に別記の参加標準記録に達する公認記録を有する者。
または、本連盟強化委員会から推薦された者。
（４）中学生は、
「中学生の部」にしか出場できない。
※ただし中学生でも、標準記録に達していればジュニアの部女子棒高跳に出場できる。

１１．参加制限

出場は、１人１種目に限る。

１２．競技規則

２０１２年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による。

１３．競技方法

（１）トラック競技
・６０ｍ・６０ｍＨは予選を行い、予選のタイムの上位８名以内で決勝を行う。
・その他の種目はすべてタイムレースとし、決勝は行わない。
・交流ジュニア室内陸上は決勝レースのみとする
（２）フィールド競技
・交流ジュニア室内陸上は決勝のみとし走幅跳は６回試技とする

１４．表

彰

１５．参 加 料

各種目第３位まで、賞状・賞品を授与する。
日本ジュニア室内陸上・１人１種目 ２，０００円（参加料は原則として返金しない。
）

１６．オープン競技（小学生のみ）
（１）種

目

男子（５・６年生共通） ６０ｍ・４×８０ｍリレー
女子（５・６年生共通） ６０ｍ・４×８０ｍリレー

（２）参加資格

保護者の出場承諾を得た小学生で、別記標準記録に達している者、または、リレーチーム。
（近畿地区の学校・クラブに限る。
）

（３）参加制限

６０ｍと４×８０ｍリレーを兼ねて出場することが出来る。

（４）競技方法

６０ｍは、予選タイム上位８名以内で決勝を行う。
４×８０ｍリレーは、タイムレースとし、決勝は行わない。

（５）表

彰

表彰は大阪陸上競技協会が別に行う。

（６）参 加 料

参加料は、無料とするが傷害保険料として、１人１００円を当日受付で納めること。

１７．申込方法 （１）参加希望者は、所定の「２０１３日本ジュニア室内陸上・大阪大会個人申込書」に該当事項を記入し、参加料を
添えて２０１２年１２月１日（土）までに、所属都道府県陸協に申し込むこと。
（直接大阪陸協への申し込みは認めない）
（２）各都道府県陸協は、申込書の確認、参加者の資格審査をし、
「男女別総括申込書」「総括申込書」を作成し、
「個人
申込書」「参加料」をとりまとめ、書留郵便にて２０１２年１２月８日（土）必着で下記宛に
送付すること。
申込先

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園１－１
大阪市長居陸上競技場内

一般財団法人 大阪陸上競技協会 ２０１３日本ジュニア室内陸上大阪大会係
１８．個人情報について
（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。
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、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．その他

（１）ナンバーカードは、主催者で用意する。
（２）スパイクのピンは、7ｍｍを超えてはならない。 （小学生のリレーはスパイクの使用不可）
（３）競技時間および連絡事項等は、１２月２５日頃大阪陸上競技協会ホームページ（http://www.oaaa.jp/ ）に掲載
するので確認のこと。不明な点については大阪陸上競技協会までメール（oaaajimu@oaaa.jp）で連絡のこと。
（４）参加者は事前に健康診断を受けるなどし、自己の健康管理には十分留意して参加すること。競技中に発生した
傷害、疾病についての応急処置は主催者において行うが、以後責任は負わない。
（５）大会の映像は主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上において画像や動画を配信する
ことを含む）を禁止する。
（６）宿舎の斡旋を希望する者は、下記の旅行会社が斡旋しています。
近畿日本ツーリスト株式会社
下記 URL より、お申し込み下さい。

http://ecc.knt.co.jp/ecc7/juniorrikujo.pdf
（７）交流ジュニア室内陸上の代表選手団は、選手１２名（６種目各２名）
、役員２名、各チーム計１４名とする。
選手の選考に関しては日本陸連強化委員会で選出する。

《参 加 標 準 記 録》
区分
種目

中
男

学

子

生

の

部
女

ジ ュ ニ ア
子

男

子

の

部
女

子

60m

100m 11.40
200m 23.00

100m 12.70
200m 26.00

100m 10.80
200m 22.00

800m

800m 2:01.00
1,500m 4:10.00

800m 2:17.00
1,500m 4:４0.00

――――――
――――――

――――――
――――――

1,500m

――――――
――――――

――――――
――――――

800m 1:56.00
1,500m 3:58.00

800m 2:16.00
1,500m 4:35.00

60mH

110mH 15.20

100mH 15.00

110mH 15.20

100mH 15.00

走高跳

――――――

――――――

２m0１

1m68

棒高跳

４m10

――――――

4m80

3m40 ※

走幅跳

6m50

5m40

7m10

5m65

三段跳

――――――

――――――

14m50

――――――

※中学生でも、上記標準記録に達していればジュニアの部女子棒高跳に出場できる。
＊オープン競技（小学生）
種目
60m
4×80m リレー

男

子

女

子

100m 13.44(13.2)

100m 14.24(14.0)

4×100m リレー
55.14(55.1)

4×100m リレー
57.14(57.1)

100m 12.35
200m 25.40

