サトウ食 品 日 本 グランプリシリーズ 山 口 大 会
第18回 田 島 直 人 記 念 陸 上 競 技 大 会
兼 小学生中学生高校生育成強化陸上競技大会
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参加制限
招待選手
競技規則

申込締切
９月７日

山口陸上競技協会 読売新聞社 ＫＲＹ山口放送
山口陸上競技協会
日本陸上競技連盟 山口県 公益財団法人山口県体育協会
京都大学陸上競技部蒼穹会 山口市 山口市教育委員会 岩国市 岩国市教育委員会
ｽﾎﾟｰﾂ報知西部本社 山口県実業団陸上競技連盟 中国四国学生陸上競技連盟山口支部
山口県高等学校体育連盟 山口県中学校体育連盟 山口県小学生陸上競技協議会
クスリ岩崎チェーン
田島直人記念陸上競技大会賛助会
２０２１年１０月１７日 (日) ９：３０ 競技開始
維新みらいふスタジアム（維新百年記念公園陸上競技場）
山口市維新公園４－４
（TEL ０８３-９２２-２７８８）
日本グランプリシリーズ
男子の部(ＧＰ９種目)
１００ｍ ３００ｍ １１０mH ４００mH 走高跳
女子の部(ＧＰ８種目)
１００ｍ ３００ｍ １００mH ４００mH 走幅跳
高校生男子の部（２種目）
１００ｍ ４×１００ｍＲ
高校生女子の部（２種目）
１００ｍ ４×１００ｍＲ
中学生男子の部（３種目）
１００ｍ １５００ｍ ４×１００ｍＲ
中学生女子の部（３種目）
１００ｍ ８００ｍ ４×１００ｍＲ
小学生男子の部（４種目）
１００ｍ １０００ｍ ４×１００ｍＲ 走幅跳
小学生女子の部（４種目）
１００ｍ ８００ｍ ４×１００ｍＲ 走幅跳

走幅跳

三段跳 ハンマー投 やり投

砲丸投

ハンマー投

やり投

［グランプリの部］
２０２１年度（財）日本陸上競技連盟の登録者であり、2020．４．１～2021．９．７の間に別記標準記録に
達し、競技会主催者が発行した記録証明書のあるもの。なお、記録証明書は、各県陸協発行のランキ
ング表、大会リザルトなどにより代えることができる。
※フィールド・トラック種目共に大会運営上、参加人数を制限することがある。
※高校生・中学生でも標準記録を突破していれば出場ができる。
※山口県内の競技者は、山口陸上競技協会の推薦を経て出場ができる。
［高校生・中学生・小学生の部］
山口県高等学校体育連盟、山口県中学校体育連盟、山口県小学生陸上競技協議会が推薦する者。
１人１種目とする。ただし、リレーは除くものとする。
日本のトップクラスの選手を若干名招待する。
２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則による。

参 加 料
区 分
１ 人
リレー

ＧＰの部
一般・大学生
３,０００円
－

ＧＰの部、高校生・中学生・小学生の部
高校生
中学生
小学生
１,０００円
１,０００円
８００円
３,０００円
３,０００円
２,０００円

(1) 招待競技者は、招待された種目に限り不要とする。
(2) 参加料の納入について
［グランプリの部］
参加人数を制限することがあるため、参加可否の通知を受けてから指定の口座へ振り込むこと。
[高校生・中学生・小学生の部]
申込と同時に指定の口座へ振り込むこと。
(3) 参加料の振込後は、理由の如何にかかわらず返金しない。
申込方法等 (1) 申込期日 ２０２１年９月７日 (火) 必着
(2) 郵送及び振込先
〒７５３-０８１５ 山口市維新公園４丁目４番

維新百年記念公園陸上競技場内

（財）山口陸上競技協会 事務局
口座番号 ０１３６０＝３＝１００７９４
振込先 一般財団法人山口陸上競技協会
振込用紙に大会名、所属名・参加人数・振り込み金額を明記すること。
振込用紙（青）は郵便局備え付けを使用すること。（振り込み手数料が必要）
金融機関からの振込
ゆうちょ銀行 （コード）９９００ （店番）１３９ （店名）一三九店（ｲﾁｻﾝｷｭｳ店）
当座 ０１００７９４

振込先 一般財団法人山口陸上競技協会

(3) 申込方法 ※参加資格欄を参照して記入のこと。
①山口陸上競技協会ホームページより申し込み、「印刷された申込書」及び、「記録証明書に準ずる
もの(リザルト等)」を、必ずまとめて郵送すること。
②山口陸上競技協会申込先アドレス yaafentry@yaaf.jp
※陸上山口の大会申込み方法をよく読んで申し込むこと。（不明な点は上記事務局まで）
表

彰 ［グランプリの部］
三段跳

優勝者：「田島杯」カップ・メダル・賞状

２位、３位：メダル・賞状

走幅跳

優勝者：「田島杯」カップ・メダル・賞状

２位、３位：メダル・賞状

他の種目

１位～３位：メダル・賞状

[高校生・中学生・小学生の部]
各種目
そ

の

１位～３位：メダル・賞状

４位～８位：賞状

他 １．
２．
３．
４．
５．

競技日程は、参加申込締切後プロ編会議で決定し、ホームページ（ｈｔｔｐ：//yaaf.jp）に掲載する。
競技中に発生した事故についての応急処置は主催者で行うが以後の責任は負わない。
申込後、参加を取り止める場合、文書により、速やかにその事由を事務局に届けること。
参加者は健康保険証を必ず持参すること。
アスリートビブス、プログラムの配付は、当日受付時に維新みらいふスタジアム（維新百年記念公園
陸上競技場）の所定の場所で行う。
６． 競技者の衣類・バッグ等の商標については、「競技会における広告および展示に関する規程」による。
７． 医事関連
（１）グランプリ種目のドーピングコントロール
本競技会は、ワールド・アスレティクスアンチ・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ＷＥＢページ（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、または日本アンチ・ドーピン
グ機構ＷＥＢページ（https://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・コントロール手続き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
（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・コントロール手続き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
ピング検査手続き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・競技会外検査を問わず、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.org）にて確認すること。
８．大会前日（10月16日）の練習については、維新みらいふスタジアム（維新百年記念公園陸上競技場）は
９時から１７時まで、 同補助陸上競技場は、９時から１６時までとする。（種目により時間制限有り）
９．大会参加が認められた後に欠場する場合、本大会の権威を保つため必ず「欠場届」を提出すること。
10．本大会に関する問い合わせは、上記記載事務局まで。
11.申し込みに関する個人情報は、大会プログラムへの掲載、記録発表等本大会に関することのみに使用
し、他の目的に使用することはありません。ただし、大会に関する映像・写真・記事・個人記録(氏名・年
齢・性別・肖像など)などが新聞・テレビ・ラジオ・DVD・インターネット・上映・大会プログラム・グッズ制作
などに報道・掲載・利用されることを承諾したものとします。また、掲載権・使用権は主催者に属します。
尚、主催者は、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を
厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。

12.新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
山口陸協ホームページ (http://yaaf.jp/)の「陸上競技活動再開のガイダンス（山口陸協文書）」を

参照のこと。
※ 大会開催に向けて準備を進めていますが、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りますので、予めご了承ください。
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
います。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
をお願いいたします。「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。

（別記） 標準記録（グランプリの部）（予定）
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２ｍ０５

－

走幅跳

７ｍ６０

５ｍ７５

三段跳

１５ｍ５０

－

砲丸投

－

１３ｍ００

ハンマー投

５６ｍ００

４６ｍ００

やり投

７０ｍ００

４９ｍ００

※３００mについては、下記の記録も認める。
○男子 ２００m・２１″２０ ４００m・４７″５０

○女子 ２００m・２４″７０ ４００m・５６″００

