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サトウ食品　日本グランプリシリーズ水戸大会
2021水戸招待陸上（案）

１．日　　時	 令和３年５月５日（水）こどもの日　小雨決行
	 　７：30　～開門・競技者受付
	 　９：00　～開始式
	 　９：20　～競技開始
２．会　　場	 ケーズデンキスタジアム水戸（水戸市立競技場）水戸市小吹町2058-1　☎029-241-8484
３．主　　催	 一般財団法人茨城陸上競技協会　水戸市陸上競技協会　公益財団法人水戸市スポーツ振興協会
４．後　　援	 公益財団法人日本陸上競技連盟　水戸市　水戸市教育委員会　水戸市スポーツ協会　
	 水戸市小学校体育連盟　水戸市中学校体育連盟　茨城新聞社
５．主　　管	 一般財団法人茨城陸上競技協会　水戸市陸上競技協会
６．協　　賛	 ミズノ株式会社（協賛申請中）　大塚ウエルネスベンディング株式会社（協賛申請中）
７．入 場 料	 無　料
　　◇競技種目	 男　子　　　100m・1500m・走高跳・棒高跳・走幅跳・砲丸投・円盤投
	 女　子　　　100m・800m・走高跳・棒高跳・三段跳・円盤投
　　◇競技規則	 2021年度日本陸上競技連盟競技規則による。
　　◇参加資格	 2021年度日本陸上競技連盟登録者で、下表申込標準記録表を突破していること。
	 （本県選抜競技者はのぞく）
	 申込標準記録

	
	 ※実施種目は諸事情により変更される場合があります。
	 ※チャレンジ種目は記録ポイントの対象となります。
　　◇参 加 料	 招待競技者及び前回大会優勝者については、参加料を徴収しない。
	 自費参加競技者は、１人１種目2,000円とする。
	 ※大会当日、会場にて競技開始90分前までにお支払いください。
　　◇国内招待競技者招待基準
　　　①日本陸上競技連盟強化競技者及び日本陸上競技連盟が推薦する競技者。
　　　②2020日本ランキング６位までの競技者。
　　　③2020日本選手権８位までの競技者。
　　　④上記①②③に該当しない場合は、出場者の中から2020年記録上位２名を招待する。
　　　⑤主催者の水戸市スポーツ振興協会及び茨城陸上競技協会が特別に推薦する競技者。
　　◇自費参加競技者は、申込標準記録を突破しているが①～⑤に該当しない競技者
　　　（本県選抜競技者をのぞく）
　　◇申込標準記録の有効期限は2020年１月１日より今大会申込締切日までとし室内大会の記録も有効

とします。
　　◇トラック種目の出場人数枠は概ね、24名まで、フィールド各種目出場人数枠は概ね、12名までと

します。

種　　　目 男　子 女　子 グランプリ種目 チャレンジ種目
100ｍ 10秒50 12秒00 ○
800m − 2分12秒50 ○
1500ｍ 3分50秒00 − ○
走高跳 2ｍ10 1ｍ70 ○
棒高跳 5ｍ10 3ｍ70 ○
走幅跳 7ｍ60 − ○
三段跳 − 12ｍ30 ○
砲丸投 14ｍ80 − ○
円盤投 46ｍ00 41ｍ00 ○
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　　◇表彰は３位入賞者までに、賞状・賞品を贈ります。
　　◇棒高跳競技者のポール輸送について
　　　①ポールの送料（実費）については、招待競技者のみ、主催者にて負担いたします。
　　　②各競技者の居住地～スタジアム（大会当日に現金にて支払い）※必ず発送領収書を持参下さい。
　　　③大会終了後、スタジアム～各競技者の所在地　※事務室で受付し主催者で発送
　　　④サトウ食品日本グランプリシリーズ広島大会第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会に参加され

た競技者で、本競技会に参加される競技者はポール輸送のチャーター便を用意致しますので、
必ずチャーター便に乗せて輸送してください。それ以外の場合、送料は自己負担となります。

　　◇棒高跳の送付先
　　　ケーズデンキスタジアム水戸（水戸市立競技場）
　　　〒310-0914　茨城県水戸市小吹町2058-1　　☎029−241−8484
　　◇ドーピングコントロール

⑴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。

⑵ＴＵＥ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（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は日本アンチ・
ドーピング機構ホームページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。

⑶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。

⑷本競技会参加者（18 歳未満の競技者を含む。）は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・
ドーピング規程に従い、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。

⑸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。

⑹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。

⑺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。

⑻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。
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　　◇申込方法	 申込方法下記の【申込問合せ先】のホームページから申込書をダウンロードし、メー
ルでお申込みください。

	 ※メールでの申込みが出来ない場合に限り、郵送での申込みも可とします。
	 ※受信したことを知らせる返信メールを大会事務局から送信いたします。
	 　返信メールが届かない場合は、下記の大会事務局へ電話にて問い合わせること。
　　◇申込締切	 令和３年４月４日（日）必着
８．競技順序	 タイムテーブルを下記ホームページにて、４月21日（水）から掲載いたします。
	 ※プログラム編成は主管団体が行います。
９．そ の 他	 ⑴開催中の怪我や事故については応急処置を施しますが、それ以外の責任は一切負い

ません。（傷害保険に加入しますが、開催中の事故などについても保険の適用内とし、
それ以後の補償について主催者側は一切の責務を負いません。）
⑵新型コロナウイルス感染症対策のため、当協会ホームページ掲載のガイドラインを
よく読み、同意のうえでお申し込みください。
⑶65歳以上の方、基礎疾患を有する方は、重症化するリスクが高い旨を認識した上で
参加すること。
⑷新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや重症度等を見ながら、適宜見直す場合
があります。
変更になった場合には、協会ホームページまたはツイッター（Twitter）にてお知らせ
いたします。
⑸新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「いばらきアマビエちゃん」の登録をお
願いします。
⑹個人情報の取扱いについて
　　主催者は個人情報保護に関する法令を遵守し、適正な管理を行うとともに個人情
報の保護に努める。取得した個人情報は、大会に関する諸連絡に利用するほか、連
絡先以外の個人情報並びに大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び日
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。参加者は、大会に出場する要件としてこれに同意する。
　　新型コロナウイルス感染症対策についての体調管理チェックシート（大会前／提
出用）は当日受付の際に必ず提出してください。また、当日参加にあたり、体調管
理チェックシートに記載の「個人情報の取得・利用・提供」に同意すること。な
お、個人情報の保管期間は大会終了後１ヶ月間とし、該当情報は適正に廃棄するも
のとします。
⑺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及び展示物に関する規定』による。

10．申込	 （公財）水戸市スポーツ振興協会事務局事業課スポーツコンベンション推進係
	 問合せ先〒310-0913茨城県水戸市見川町2256
	 【ＴＥＬ】029-243-0111
	 【ホームページ】http://maas.or.jp
	 【メール】entry@maas.or.jp
	 ※月曜日の電話の問合せにつきましては、施設休園日の為、17時までとなります。

Twitter YouTube
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チャレンジカップ

１．日　　時	 令和３年５月５日（水）こどもの日小雨決行
	 　　７：30～開門・競技者受付
	 　　９：00～開始式
	 　　９：20～競技開始
　　◇競技種目	 小学生　男子　100m（３年生～６年生）
	 　　　　女子　100m（３年生～６年生）
	 中学生　男子　100m
	 　　　　女子　100m
	 高校・一般　男子　100m
	 　　　　女子　100m

※新型コロナウイルス感染症の今後の広がりを見ながら、人数制限などを実施する場
合があります。

　　◇参加資格	 【2021年度日本陸連登録競技者であること】（※小学生についてはのぞく）
	 茨城陸上競技協会登録競技者であり、茨城県内に通勤・通学している小学３年生以上

の男女
　　◇競技方法	 １人１種目のみの参加とします。
	 アスリートビブス（ナンバーカード）は各校で用意し、胸と背につけること。

水戸市外の小学生及び一般の方でアスリートビブス（ナンバーカード）の無い方は、
当日受付にて貸出します。競技終了後、受付に必ず返却して下さい。

　　◇表　　彰	 ８位までの入賞者に賞状を授与し、３位までの入賞者にメダルを贈ります。
	 また、各種目の優勝者には大会Ｔシャツを贈呈いたします。
　　◇参 加 料	 会場にて競技開始90分前までにお支払いください。団体は一括で受付をお願いします。
	 小学生：400円　中学生：800円　一般：1,000円
　　◇申込方法	 ⑴個人申込

ホームページ掲載のグーグルフォーム（Google	 forms）より、必要事項を入力のう
えお申込みください。
⑵団体申込（学校・クラブ等）
ホームページから参加申込書をダウンロードし、必要事項を入力のうえメールにて
お申込みください。
⑶メールでの申込みが難しい方は、大会事務局へお問い合わせください。
⑷当日のオープン参加及び申込み後の変更はできません。

　　◇申込締切	 令和３年４月４日（日）必着
２．競技順序	 タイムテーブルを下記ホームページにて、４月21日（水）から掲載いたします。

※プログラム編成は主管団体が行います。
３．個人情報取り扱い	 ⑴開催中の怪我や事故については応急処置を施しますが、それ以外の責任は一切負い

ません。（傷害保険に加入しますが、開催中の事故などについても保険の適用内とし、
それ以後の補償について主催者側は一切の責務を負いません。）
⑵新型コロナウイルス感染症対策のため、当協会ホームページ掲載のガイドラインを
よく読み、同意のうえでお申し込みください。
⑶ 65 歳以上の方、基礎疾患を有する方は、重症化するリスクが高い旨を認識した上で
参加すること。
⑷新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや重症度等を見ながら、適宜見直す場合
があります。変更になった場合には、協会ホームページまたはツイッター（Twitter）
にてお知らせいたします。

※小学３・４年生はスパイクの着用は可能ですが、
スターティングブロックの使用は認めません。
※優勝者は、グランプリ種目（100m）優勝
者への花束の贈呈と記念撮影があります。
※上位記録１名をグランプリ種目（100m）の予
選へ招待します。（高校生が対象となります。）
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⑸新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「いばらきアマビエちゃん」の登録をお願
いします。
⑹個人情報の取扱いについて
　　主催者は個人情報保護に関する法令を遵守し、適正な管理を行うとともに個人情
報の保護に努める。取得した個人情報は、大会に関する諸連絡に利用するほか、連
絡先以外の個人情報並びに大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び日
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。参加者は、大会に出場する要件としてこれに同意する。
　　新型コロナウイルス感染症対策についての体調管理チェックシート（大会前／提
出用）は当日受付の際に必ず提出してください。また、当日参加にあたり、体調管
理チェックシートに記載の「個人情報の取得・利用・提供」に同意すること。なお、
個人情報の保管期間は大会終了後１ヶ月間とし、該当情報は適正に廃棄するものと
します。
⑺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及び展示物に関する規定』による。

４．申　　込	 （公財）水戸市スポーツ振興協会　事務局事業課スポーツコンベンション推進係
　　問合せ先	 　　　　　　　〒310-0913　茨城県水戸市見川町2256
	 　　　　　　　【TEL】029−243−0111　
	 　　　　　　　【ホームページ】http://maas.or.jp
	 　　　　　　　【メール】entry@maas.or.jp
	 ※月曜日の電話の問合せにつきましては、施設休園日の為、17時までとなります。

Twitter YouTube


