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第７５回江戸川区区民総合体育祭 春季区民陸上競技大会要項
（墨東五区陸上競技大会予選会及び東京都中学校地区対抗陸上競技選手権大会選考会）

１．主 催 江戸川区・江戸川区体育会・江戸川区陸上競技協会

２．主 管 江戸川区陸上競技協会 http://www.edogawa-sports.jp/edoriku/

３．後 援（公財）東京陸上競技協会  http://www.toriku.or.jp/index.php
４．日 時 2022 年５月 29日（日） ※雨天決行

午前７時 20分～25分に正面玄関で入場順抽選。午前７時 35 分に第２ゲートから開門。
午前７時 45分より選手受付。午前９時競技開始予定

５．場 所 江戸川区陸上競技場（公認３種４００Ｍ全天候トラック） ＴＥＬ３８７８－３３８８
東京メトロ東西線 「西葛西駅」下車 徒歩 15分

都バス臨海町二丁目団地前行「清新ふたば小学校前」バス停下車 徒歩約 2 分

６．種目 《男子の部》 《女子の部》

小
学
生

すべて

決勝

種目

１００ｍ（編成は、低・中・高学年別に組分け） １００ｍ（編成は、低・中・高学年別に組分け）

８００ｍ（※３年生以上、中・高学年別に組分け） ８００ｍ（※３年生以上、中・高学年別に組分け）

４×１００ｍリレー（１団体 複数チーム可 男女混合可）

中
学
生

学年別 １年、２年、３年１００ｍ １年、２年、３年１００ｍ

共通
２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ

１１０ｍＨ（ﾊｰﾄﾞﾙは 0.914/9ｍ14）

２００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、

１００ｍＨ（ﾊｰﾄﾞﾙは 0.762/8ｍ00）

学年別
１年、２年、３年１５００ｍ、2・3 年３０００ｍ ―――

１年４×１００ｍリレー、２年４×１００ｍﾘﾚｰ １年４×１００ｍﾘﾚｰ、２年４×１００ｍﾘﾚｰ

共通 ４×１００ｍリレー ４×１００ｍリレー

共通 走高跳、走幅跳、砲丸投(5.0Kg) 走高跳、走幅跳、砲丸投(2.721Kg)

一
般
（
含
む
高
校
）

１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、

１５００ｍ、５０００ｍ

35 歳以上 １００ｍ、40 歳以上 １００ｍ、

45 歳以上 １００ｍ、50 歳以上 １００ｍ、

40 歳以上 １５００ｍ、

40 歳以上 ５０００ｍ、50歳以上 ５０００ｍ

１００ｍ、２００ｍ、８００ｍ

１５００ｍ、５０００ｍ

35 歳以上 １００ｍ

４×１００ｍリレー ４×１００ｍリレー

走高跳、走幅跳、砲丸投(7.26Kg)、高校砲丸投(6.0Kg)、槍投、 走高跳、走幅跳、砲丸投(4.0Kg)、槍投

※男子の部・女子の部とも、ﾊｰﾄﾞﾙ種目及び 400ｍ以上の種目は、人数の関係でﾀｲﾑﾚｰｽ決勝となります。

※男子 1500ｍ・男子 40 歳以上 1500ｍは同時スタートとなります。

※5000ｍは、一般男子・40 歳以上・50 歳以上・一般女子の同時スタートとなります。

※一般女子 800ｍ・1500ｍは中学女子と同時スタートとなる場合があります。

７．競技規則･･･2022 年度日本陸上競技連盟競技規則、本大会要項、大会規則及び競技注意事項による。

８．参加資格及び参加費（参加費の内訳：区体育会区民大会参加費・ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ・ｽﾎﾟｰﾂ保険・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等）

部別 参  加  資  格 参加費

小学生の部
区内在住か在学で、保護者またはクラブチームの責任者が保護者の同意を得
て申込をした場合で、大会当日に保護者が同伴する場合に参加を認めます。

無料

中学生の部
2022 年度日本陸連登録競技者で区内在住か在学で、原則として学校単位での
申込みとします。（学校参加ができない生徒は、学校担任へ事前に知らせ、大
会当日は保護者等が同伴する場合に参加を認めます。）

無料

一般の部
（含む高校）

2022 年度日本陸連登録競技者で江戸川区内に在住・在学・在勤している人。
（在勤とは会社等の事業所が江戸川区内に所在し、勤務している人。）

１人２種目まで

1,100 円

９．出場

制限
小学生・中学生の部

一人１種目、ただしリレーを除く。小学リレーは複数出場可。
中学リレーは学校単位で各種目各校１チームとする。

一般（含む高校）の部
一人２種目まで、ただしリレーを除く。
リレーは複数チームの出場可能です。

・一般のリレーで複数チームエントリーの場合、チームを変えて出場することは出来ない。

・小学生・中学生のリレー種目に出場できるのは、申込時に登録された 6名以内の選手のみとする。

・中学生は学年別リレーと共通リレーを重複して出場は出来ない。

公認大会

大会コード：22 13 0905
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10．表 彰･･･一般男子 35 歳以上～50 歳以上 100ｍは各々３位まで、その他種目は８位まで賞状を授与。

小学生（個人種目）は、全員に「記録証」を発行。

11．申込方法  （大会当日の参加申込・種目変更は出来ません。）

一般

高校

   小学生

「申込一覧表」をメールで送信して下さい。受付後に申込先あて返信メールを送付します。
返信メールが届かない場合はお電話ください。 （染谷 ＴＥＬ０９０－４６７７－９７９５ ※７時～13 時）

アスリートビブスは当日配布いたします。※安全ピンの準備をお願いします。

参加費
振込先

郵便振替⇒ 口座番号： 00180-3-411898 加入者名： 江戸川区陸上競技協会

銀行振込⇒
ゆうちょ銀行 支店番号： 019
口座番号： 411898

口座名： 江戸川区陸上競技協会

中学生

「申込一覧表」をメールで送信して下さい。受付後に申込先あて返信メールを送付します。
返信メールが届かない場合は申込先迄お電話ください。
（染谷 ＴＥＬ０９０－４６７７－９７９５ ※７時～13 時）

アスリートビブスは当日配布いたします。※安全ピンは各校で準備願います。

申
込
先

協会のＨＰよりダウンロードし、ﾌｧｲﾙ名の”０”を所属チーム名に変更し、必要事項をすべて入力のうえ、メール

に添付して次のアドレスまでお送りください。

⇒ edogawarikkyo@gmail.com 件名「区民陸上申込（チーム名）」

申込期日 2022 年５月 13 日（金）（期日必着）

12.注意事項

（コロナ対策）

① 来場にあたっては、３密（密接・密集・密室）を避ける。選手個人、引率者、保護者が引率の場合は保護者１名の参

加とし、応援者は不可とする。

②競技場入場に関しては、所定の「AD カード」（江戸川陸協 HP よりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして印刷する。）をご用意ください。「AD カ

ード」（名刺サイズ）を入れるものを準備ください。

入場に際し体温チェックを行い、３７．５℃以上の場合は入場を認めません。３７．０℃以上の場合は再検します。

③ 毎日の検温を行い、平熱より高い体温の場合（３７．５℃以上）や体調不良の場合は参加を自粛すること。

④ 記録会の１週間前より、「体調管理チェックシート」（江戸川陸協 HP よりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして印刷する。）に検温等の記録を

し、当日の入場時に提出すること。

⑤ 参加にあたり、小学生・中学生・高校生については、保護者の「大会出場同意書」（江戸川陸協 HPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして

印刷する。）を作成し、個人や団体で本部に提出すること。

⑥ 競技場内ではマスクを着用すること。手指のアルコール消毒を励行すること。

（その他）

① アスリートビブスは、当日大会本部前で配布致します。

② プログラムに誤記載（氏名、学年、所属・学校名等）があった場合には、８時 30 分までに大会本部に申し出て下さい。

③ 競技者及び監督は、各自の責任において競技者の健康管理を行うこと。当日は健康保険証の持参を勧めます。

④ スタンド観覧席は必要以上の占有はご遠慮下さい。通路等を使っての待機は禁止致します。（ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ使用不可）

⑤ 競技場は全天候舗装のため、スパイクは競技規則（第 143 条）に定められたものを使用して下さい。

⑥ 競技者は円滑な大会運営を行うため、競技マナーを守り、主催者・主管者、競技役員の指示には従っていただきます。

⑦ 貴重品、衣類等は各自で保管管理して盗難の予防に心がけて下さい。

⑧ 競技場にはゴミ箱の用意はありませんので、ゴミは各自、各校、各団体の責任で持ち帰って下さい。

また競技場内は禁煙です。飲酒はご遠慮下さい。

⑨ 本大会は「2022 年度墨東五区陸上競技大会」（８月予定・江戸川区）の選手選考会を兼ねます。

（ただし、五区大会実施種目に限る。種目は五区打合会議で決定されます。）

⑩ 競技時間は主管者が設定し、開催日の１週間前までに、また大会成績（記録）も終了後１週間以内に「江戸川区陸上

競技協会」ホームページに掲載致します。

⑪ 小学生、一般・高校・壮年の部のアスリートビブスは、秋季大会で再使用します。再使用時には一般・高校の部参加

費が 900 円となります。（大切に保管して下さい。）  秋季大会は９月２３日（金）

⑫ 陸上競技場は、貸切り以外には有料一般開放（夜間も有り）されています。ＵＲＬは  http://edo-s.o-ence.jp/

⑬ 競技場の駐車スペースは 80台ありますが、自動車での来場はできるだけご遠慮下さい。

以上

※参加費は５月２０日までに
振込をお願いします。
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競技会申込に際し、下記の申込規約に同意の上申し込んで下さい。

申込規約
１．主催者は傷害や紛失その他の事故に対して応急処置は行うが、以後の責任は一切負わない。

２．一度入金された参加料はいかなる場合でも返金しない。ただし災害や事件等による中止の場合は主催者が判断して決定する。

３．競技会出場中の映像、写真、記事、記録等のインターネット、テレビ、新聞、雑誌等の掲載権は主催者に属する。

４．主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱う。

(1)参加申込書に記載された氏名・所属団体名は大会プログラムに記載され、競技場内にアナウンス等により紹介され、競技場内

外の掲示板等に掲載されることがある。

(2)競技結果（記録）は大会プログラム掲載の個人情報とともに競技場内にアナウンス等により紹介され、競技会内外の掲示板等

に掲載されることがある。また、江戸川陸協ホームページ（http://www.icntv.ne.jp/user/edoriku/）に掲載される。

５．申込に際して、個人申込の場合には個人（保護者）の責任において、団体の場合は責任者の承諾を得て申し込む。

６．主催者は、この申込規約のほか、大会要項によって開催する。


