第 31回 近幾マスターズ陸上競技選手権大会
第 34回 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
兼 ひ ょうご生涯 スポー ツ大会実施要項
■主催

近畿マス ターズ陸上競技連盟

ひ ょうご生涯 スポーツ大会実行委員会

■主管 神戸市陸上競技協会 兵庫マスターズ陸上競技連盟
■後援

(公 財)兵 庫県体育協会 兵庫県生涯 スポー ツ連合
(公 財)神 戸市スポー ツ教育協会 (公 財)神 戸市公園緑化協会

兵庫県 兵庫県教育委員会
神戸市 神戸市教育委員会

デイ リースポーツ社 サ ンテ レビジ ョン

神戸新聞社

ニチ レク

■協賛 株式会社

1.期 日 2015年

ラジオ関西

(依 頼中)

(依 頼中)

10月 12日 (月 ・ 祝 )

受付開始

8時 30分 か ら

開会式

9時

競技開始

9時 30分

閉会 式

16時

(予 定)

2.会 場 神戸市総合運動公園 ユニバー記念競技場 (神 戸市須磨区緑台
3.競 技 クラス 大会 当 日の満年齢 によ り、以下 の 5歳 刻 み の男子 17女 子 17区 分
男子 M24以 下 (18歳 以上 。学連登録者 を除 く)か ら M100以 上
女子 W24以 下 (18歳 以 上 0学 連登録者 を除 く)か ら W100以 上
4.競 技種 目 (男 女共通
60m 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m
80mH(M70〜 85,W40〜 75)100mH(M50〜 65,W24‐ 〜 35)110mH(M24‐ 〜 45)
300mH(M60〜 75、 W50〜 65)400mH(M24‐ 〜 55,W24口 〜 45) 3000mW
)

)

走高眺
※
5。

棒高眺

走幅眺

三段眺

砲丸投

M90以 上は 、60m 100m 1500m

円盤投

走幅眺

ハ ンマー投

や り投

砲丸投 の み参加可能

競技規則

2015年 度 日本 陸上競技連 盟規則 、日本 マ ス ター ズ陸上競技連合規則 、お よび本大会 の 申 し合 わせ事
項 を適用 します。

6.参 加資格
(1)2015年 度 日本 マ ス ター ズ陸上競技連合登録者。
近畿 6府 県以外 のマ ス ター ズ陸上競技連盟所属 の者 はオー プン参加 とします。

(幼

7. 参加制 国民
参加種 目 3種 日以内

8.参 加 料
1種 目=3000円

2種 目=4000円 3種 目=5000円

9.申 込方法
(1)近 畿登録会員 (兵 庫登録会員以外 )
*所 定 の (参 加 申込書 )に 必要事項 を記入 し、8月 31日

(月

)ま でに各所属府 県 のマス ターズ事

務局 に (参 加 料〉 を添 えて 申 し込 んで 下 さい。

*各 所属府県 の事務局 は 〈
参加 申込一 覧表 )に 記入 の上 、大会事務局 へ 9月 8日

(火 )ま でに送

付 して下 さい。参 加 料 は下記 口座 に振 り込み 、 または現金書留で送金 して 下 さい。

(2)兵 庫登録会員及び近畿外登録会員
*所 定 の (参 加 申込書〉 に必要事項 を記入 し、9月 8日

(火 )ま でに大会事務局 へ 申 し込んで下

さい。参加料 は下記 口座 に振 り込み 、または現金書留 で 送金 して下 さい。
〒655‐ 0044 神戸市垂 水区舞子坂 3‑11‑10
兵庫 マス ター ズ陸 上競技選手権大会事務 局
(郵 便振替 口座

00930‑1‑310346

増 田 皓三

兵庫 マ ス ターズ陸 上競技連 盟 )

10.表 彰 と記録証
(1)各 種 目・各クラスの 1位 に賞状 とメダル を、2位 3位 に賞状を授与 します。
②

最優秀選 手賞等 を選出 し、閉会式で表彰 します。

(3)参 加者全員に参加賞を贈 呈 します。
④

オープン参加者 には記録証 を後 日郵送 します。
記録証 を希望す る近畿登録 の参加者 には (1種 目 300円 2種 目 400円 3種 目 500円 )で 後 日
郵送 します。参加 申込書 に記入 して下さい。

11.ナ ンバ ー カー ド
(1)ナ ンバーカー ドは所属府県 と登録番号記載 の ものを 2枚

(胸 ・ 背)各 自で準備 して下 さい。

(2)兵 庫マスターズ会員 でナ ンバー カー ド製作希望の方は、参加 申込書 に記入 して下さい。
(製 作費 400円 )、 競技会 当 日渡 します。

12.受 付の確認
(1)兵 庫マスターズ陸上競技連盟 のホームペー ジに随時掲載 します ので確認 して下さい。
http://― ‐hvogomasters.∞ m/
(2)参 加受付証

(ハ ガキ)は 10月 5日

頃に送付 します。

13.留 意事項

(1)ト ラック競技はタイ ム レース とす る。参加人数に よリクラス、男女 の混合 の場合 もあ ります。
(2)同 一 クラスで同記録 の場合 は、生年月 日の早い方 を上位 とします。

9
④

スパイク ピンは全天候用 (平 行柱 ピン)9 mm、 走高眺、や り投は 12 1BInを 超 えないこ と。
走高眺 と棒高眺をのぞ くフィール ド競技 では、各競技者 は3回 の試技 が許 されます。各 クラス
の競技者 が8人 を超 える場合、上位8人 には、 さらに1回 の試技が許 されます。競技者 が8人 以
下 の場合 は、各競技者 に4回 の試技が許 されます。

(5)長 距離・ 競歩競技 に制限時間を設定 します。
5000m:30分 3000m:20分 3000mW:30分

14.個 人情報 の使用
プ ログラム、競技成績 をホームペ ー ジで公表 します。
競技成績は連盟が認 めた報道機関で も公表 される場合があ ります。
そのために必要な個人情報以外は、本人の承諾な しに使用 しません。

