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スターバ麒血褥被織錢畿鉤施舅鯰

1.主  催   慮縣マスターズ陸上競披連圏

盆.後  機   (…財)議轟陸上麟披協議  (会社)爾本マスターズ陸上競披連合  庄原市教育委員会

3。 主  管   虚朦輩陸血競技協会   広島マスターズ陸上麟披連盟

4.陸連会議   爾本陸連未公懲式会

5.爛  圃   2018年 (平成30年)10月 14腫 (圏 )雨天決衛

受 付   8時  間鑢式  0時30分

競披開始 l①時  麟織終了予定 19時
儡.会  場   虚朦寧上野総合公園陸上競披嶋                       ・

727・―軸軸 虚朦宰新度町304  hOe溜 4-7盆・-7鐵 01

7.競披瞳撥   トラック機披   60齢 , 100踊, 200機, 40⑬麟

80⑬鶴 , 15⑬ ③関 , 3000m
l｀l⑬ m圏 , 電○○顧 l・9, 3③ 翻 目, 4 ⑬ OrYl日 , 30⑤ 順 日, 盆のOmH

フィーーJ♭ ド競技  瀬幅剛L走椰銚b二職跳,立量殿即ヒ

砲丸投,同盤投,櫨機

8.機被方法   年齢ツジス (3才刻)を基に勝織編成を轡う。

投てき麟撥:曲幅翻ζQ五殿跳 "立鮒段眺 の議披『ま4国とする

9.鱗披規則   鐵O穐 8年度 (…財う圏本睦上競披連鯉期回 "(イ醐血)圏本マスターズ機上競被達含規則及ぴ

鷹鶴マスタ・・―ズ陸上競披記録☆聾頃によ島.

摩い ドル餓披,投てき競技の周具の機用懸攀|よ (会社)圏本マスターズ艤血畿披連渕 引通よゐ

鶴 豊里量́運搬L望鰹 ン́剛駒じゴ迎璧駿蠅慶艶鐘     ム_

10.参加資鶴  2018年 度 (会社)圏本マスターズ陸上麟機濃合の豊鍮者とす儡

11。 参加糧圃  一人の機加できる機圏数は制限しなしヽ

19。 参 加 料  (¶ )l鷺囲 1._立豊鯉 ュ      国盤盛幽翫 _2二樫聾欄

以陸上饉量につき 50◎ 円を加騨する

(餞 )…鐵スポーツ鰯讐像朧料を含む

(機 )受付後に参加申し込みの取り消しをしても―切遮金しない

13.寧込方法  所定の躙織に必模事理を記入し、下記に攀し込む通な。

沐締麟竜覗増駒瞼嚇熙警鼈 憾罐期蜘攀し選ジ制覇締 通なつてい議す。

※所定の郵硬振讐用紙がない場會は、翻使麗1避備え締けの撮警用紙に

①醜録会名  C量鐘鶉難  ③性男J  C産年月圏 (国層)

C醜鍮畿当置〇年齢  C曲場種議を記入の進と。

なお、名前にはフリガナをあ朧いします。

(1)騨醐 艘  2918筆 (平成帥)年 9薦 露1爾 (金)(慮鑢 )

(鑑 )饒込宛斃  広鶴曝鹿原市総餞断稲草20鱗 穐―盆

帥18広島マスタ6-・ズ機上麟朧飽録会実行曇量嚢   滝餞和博

磋L tt fax    0824-38-Й 284

鶴機鑢識 00酢礁576叫288

(3)送翁方法  (擬讐麟締  記号・番号 0囁 980瑚-1輔886議鶏マスターズ競技連盟



14.鋏 1則整 (畢定)

トラック 膨癬麗 機でき

10:《D  400H隋 劉腱H8盆00H

10:4Ю   3000m
ll:15  1⑬ ⑥舗

101∞ 飽輻銚 1組 (N/1紳やM55)

11:∞ 走幅翻ζ2織 (M∞～ B女予)

10:∞ 砲丸投 1縄 (～ M55菫 女子)

lLD鰹投 1縄 (M鋤～ )
111∞ 砲丸機2織 (M紳特 )

闘盤撥 2組 (～ M55椰 女子)

12 iCЮ   SO③匿〕

12:20   6 0rn

13:10  40◎ 鍮η

19,な   110H口 1蝙 H・ 30H

14:10  1500m
14:30  200齢

12:∞ 走高銚

131∞ 重殿印し

141輔 立脱殿跳

12:∞ 槍 投 1纏 (～ M55檜 女子)

13:輔 櫨 機 2織 (M∞～ )

※肥式な黎イムテープル 層スタートリストは広鵡マスタ・――ズHPは、9月末園ごろ掲載予定

15。 記録証   成績を競技場玄闇1通蝿示するともに,競技者に議録議を発行する。濃た後圏HPに掲載iする。

16.留意事磯  (1)不置スタn―・卜については、1圃画から該当の競技警iまた_失機とす機。

(2)参加者は事前1職康診断を受けるなざ態で、自己働健康〔通十分警意する通と

(3)競技中の修響等については、主催警臨救急処置を行うが、以後の費儀は翻わな場ヽ。

(4)主催者は参加者に対してスポーツ傷書保険に加入するが、参加者は健康保険証を持参する。

なお競披申に発生し亀傷書等|よ、発生直後に本人が大会本部に申し出る。

後園の申告につしヽ電|ま受l‐l付けない。

(3)参加覆lよ競披餓則及びマナー審順守し、お互懸Чこ気持ち農懸ヽ大会になるよう!轟勢める。

(6)が亀は警自で持ち帰鶴磁と。(「畿な壁よりも襲幽 )_

17.胸背部のナン♂響 力‐―・ド  各自の量録ナ麟鰺い カードと安全ピンを持参し、胸背都に着用機て競技に臨む。

18.記録会への間合せ先

滝翻和博  00伊噺73嘲288

織木 瀾  輔併0007城629

19.警約事壌   私は、自動の健康管理に十分注意を払い、大会欝頃及び注議事項を麟守Lバ競披に臨み旗す。

再Ⅲ…競披申に発生した傷警等について|ま、応急処置を除き、自己資儘で処理す為事を書約懸渡す。

さらに競技申の身体峨急変により、様判長が競披中断の指承拙 した場合は、私は違れを受け入れます。

なお、大会写真、記霰、記録等の新聞への掲載権は主催者側に帰属し、意轟マスターズHP掲載に了

承し議す。この轟と1議ついて|よ、家族も爾議してむヽ議す。

20.農場までのアクセス

(1)座標バスセンターから『ひ譲わリバス』市内巡圃バス   100爾
蘭い合わせ先 TEL 0324… 7卜21越  懺滅ヒ交綸

(2)藍原駅又餓魔朦バスセンターからタクサー

深軍国タクシー 0324-77_-1181  申J鮭タクシ… 0824-・72…1191  りぱメしタクシー 0824-75-0133

21.役量依頼  記録素に参加されない広島マスターズ漁量の方で、競披運麟等の海手伝い警していただける方|よ、

上記実行藤員会へ「大会役量」として参加する鱗の連絡をください。

後翻、実行嚢量会から競技役量の委嘱ハガキを送り譲す。

昼食 "榊馨凱ま主催者ガ準備し続す。

ど脇力よう機くお願いし議す。



披 鞭 注 意 事

1。 本大会は盆018年度 (…財)圏本陸上競披連盟規則 麟儲醸史)日本でRターズ陸上競披連合規則、並ぴに

本大会要領により、運懲する。

2.搬繁につЪヽで

1)競技に出場する者は摺集完了時刻までに、招集所で案翻 llIで手続きを行うこと。

C脇端種目働スター トリスト (招繁所に提添)に餞載されている自分仰レーン・試鱗畷を○爾みず6。

② トラック競技lよ、競披者係から『腰欄議」(右朧に付購)を鶯|サ取る。

なお15∞mと 31kOmで は、主催者の準備した F胸ナンノ軽いカーードJ(胸部に付着)も僻管で受け融る。

フィール躙 は、CΩ手続きのみでま臨ヽ。

鰊 きを終えた鼈 |よ、士 L滋1豊激蟷幽園轟鰹 Q蠅 璽J鯉観壁上麹敵ゝ～

‐ 移動し、トラック競披で|よ出発係の最終点呼豊受けスタートに備え、

フィール間躍搬割ホ審判量の最終息呼を受け公式練習 (2圃)な行う。

食)紹集時闇

トラック麟披は、競技開始の30分前か螺欄鍵を朧始し、20分前に完了する。

フィール躙 は、競披聞始め40分前から招熱を開始機、30分前に完了す島。

時間内撻盤難垂鐘豊豊衝ね盤壼盤こ菫撞£、豊豊鯉!まできない。

なお2種晟以上を同時に兼ねて出場する場合|よ、上記に関わらず量撞開始90分前かふも行わ晟とざできる。

3)鶴集場所  競被場第4爾…ナ…付近に競披警錮集所を設|する

3.競技用鼻についで

1)競技用具は主催着が用議したものを使用する。ただb個人所宥総爛具 (砲丸仰耐盤口やり)を使用する陽禽は、

その競技開始時間の1時間前に、審判量の機定書受け承認を得る。

露)スパイクピレ〔譲、トラック競披は全糞候岡7mm琺下、フイールド競技|ま同9隠曲以下の平行ピンとす為。

4.スタート督箋:膠騒|よ、Ftt YttF lllaFks繊ン ■7 マ呻鋤J(位置について),『慾t級ット)J(蠅翻 を用いる

5.不正スター・・・卜は、1圃国から該当の難撞豊量象機盤宜鑽=
6.走帽銚・二戦跳・立饉段殿Ь 颯横てき競技の試披数|ま 4働とす島。

7,先高跳の言い 働血|ザ下げ|よ、響判量の指承て行う。

8.五殿眺・立五職跳の機切板|ま、原興Jと して S魔1,7m,9m,1lmとする。鑑披者|ま、事前に踏切板の位盤を鐵判量

に申し出る。競披申の階切位置の変更は可能とする。

9,立五殿跳の踏切は両足を考みえる。左右交互の脚lで剛L躍機、矯地は両鍵を考うえる。

踏切前に、かかとを地面から離すと失格とする。(必ずかかとを地面に着けた状態で眺躍に入ること)

10.練響|よ、審判量の指示に従う通と。漂Allと 懇て競技中|ま本競披場外を使用する通な。

11。 鐵披記録について

1)各種圏 (各クラス毎)の記録|よ、年令クラス別のマスターズ公認認録とする。

2)邁風2.Om/秒を超える記録Iよ参考記録と臨で扱しヽ公認識録とならなしヽ。

走幅跳 口嵐殿跳|ま、…番良しヽ記録が進風参弩Q場合には、次に農しヽ公認記録があオ瞬ボ、二りを併せて働本マス

ターズ陸上競技連朧に提出す為。

3)各種圏の成績|よ競技場玄闇に掲離するとともに、祀録瓢を発僣す機。

4)本大会は圏本睦連未俊檄大会のため、記録は圃本陸通の公錮記録|二 |まならない。

10。 競技者|よ、胸臀部に必ずナン′ト カードを付購する。

1)各自の手党にある豊録ナンタト カー ドと資金ピン8本を持参する。

2)トラック競技では、町動輔畿」(主催奮準備)を嚇腰に骨麗する。

3)15∞m,30鋤Fnでは、2)に加え、主催者の準備bた弱1「胸ナン夢ト カード」を付漕す機。

4)躍ζ躍競技で|ま、胸部またIま背部のどちらかでもよしヽ。

13。 競披申の事敵について

1)帰鞍喪中1駐発生した鰐鋼よ、本鰤 朦鞭劉範̂蝶銀議し応鵞峨戦置をLけること。

2)主催者|ま応急処置をするが、以後は…切賣任を負わないので、各自で十分注議をする。

3)スポーツ傷書保険働手続き上、負傷者は事故斃壺時に大会本部に申し出為。(畿餞翁申告|よ受け付けなひ)

14.蜘       £″      畿 皿


