
日本グランプリシリーズ日本グランプリシリーズ日本グランプリシリーズ日本グランプリシリーズ    プレミアプレミアプレミアプレミア神戸大会神戸大会神戸大会神戸大会    

第第第第 ６６６６ ７７７７ 回 兵 庫 リ レ ー カ ー回 兵 庫 リ レ ー カ ー回 兵 庫 リ レ ー カ ー回 兵 庫 リ レ ー カ ー ニ バニ バニ バニ バ ルルルル    

アジア陸連パーミット大会アジア陸連パーミット大会アジア陸連パーミット大会アジア陸連パーミット大会 2019201920192019    

ドーハドーハドーハドーハ 2019201920192019 世界選手権チャレンジミーティング世界選手権チャレンジミーティング世界選手権チャレンジミーティング世界選手権チャレンジミーティング    

第７第７第７第７４４４４回国民体育大会第２次兵庫県選手選考回国民体育大会第２次兵庫県選手選考回国民体育大会第２次兵庫県選手選考回国民体育大会第２次兵庫県選手選考競技競技競技競技会会会会    

開開開開    催催催催    要要要要    項項項項    

 

1. 主  催  兵庫陸上競技協会   神戸新聞社   デイリースポーツ   サンテレビジョン   ラジオ関西 

         兵庫県   兵庫県教育委員会   神戸市   神戸市教育委員会 

2. 後  援  日本陸上競技連盟 

3. 協  賛  アシックスジャパン株式会社 

4.  期  日  ２０１９年４月２０日（土）～２１日（日）雨天決行 

＊開会式：２０１９年４月２０日（土）午前９時（中学、高校は部旗携行） 

5.  場  所  神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場（地下鉄・総合運動公園駅下車徒歩５分） 

   〒654-0163 神戸市須磨区緑台  電話(078)793-6150 

6.  競技種目 

リレー 

 男    子 女   子 

小 学 生 ４×１００ｍ ４×１００ｍ 

中 学 生 ４×１００ｍ ４×１００ｍ 

高 校 生 ４×４００ｍ ４×１００ｍ 

大学・一般 ４×１００ｍ ４×１００ｍ 

 

グランプリ 

男子 ４種目 １５００ｍ・１００００ｍ・３０００ｍＳＣ・円盤投 

女子 ６種目 １５００ｍ・１００００ｍ・３０００ｍＳＣ・走高跳・走幅跳・円盤投 

 

オープン 

 男   子 女   子 

小 学 生 １００ｍ・走高跳・走幅跳 １００ｍ・走高跳・走幅跳 

中 学 生 
３０００ｍ・１１０ｍＨ 

走幅跳・砲丸投 

１５００ｍ・１００ｍＨ 

走高跳・砲丸投 

高 校 生 ３０００ｍ 
走幅跳 

ﾊﾝﾏｰ投 ２０００ｍ 
棒高跳 円盤投 

一   般 ５０００ｍ   

ｱｼｯｸｽﾁｬﾚﾝｼﾞ １００００ｍ ５０００ｍ 

 

       ＜４月２０日（土）に実施する種目＞ 

・小学生、中学生、高校生のリレー予選 

・小学生：男子＝走幅跳  女子＝１００ｍ予選、走幅跳 

・中学生：男子＝砲丸投  女子＝１５００ｍ予選、走高跳 

・高校生：男子＝ﾊﾝﾏｰ投 

・一般高校共通：男子＝走幅跳  女子＝棒高跳 

・アシックスチャレンジ：男子１００００ｍ  女子５０００ｍ 

 

7.  参加資格  ２０１９年度日本陸上競技連盟登録競技者に限る。（小学生を除く） 

(1) リレー     1) 県内チームに限る。 

2) １校（団体）１チームに限る。 

3) エントリーは６名以内とする。 

(2) グランプリ  1) 規定有効期限内に参加標準記録を満たした競技者。 

2) 日本陸上競技連盟強化委員会および兵庫陸上競技協会が推薦する競技者。 

(3) オープン    1) 参加標準記録を２０１８年度（平成３０年度）中に満たした競技者。 

2) 兵庫陸上競技協会から推薦された競技者。 

3) 小学生は兵庫陸上競技協会から推薦された競技者。（普及委員会ＨＰに掲載） 

4) 中学生は兵庫県中学校体育連盟陸上競技部から推薦された競技者。 



5) 他都道府県登録者は、一般の部（高校生を除く）のみ出場を認める。 

ただし当該陸上競技協会の出場認知証明書、記録証明書を添付すること。 

  （近畿各府県陸上競技協会登録者の出場認知証明書は不要） 

 

参 

加 

標 

準 

記 

録 

性 別 男      子 女      子 

高 校 

３０００ｍ 走幅跳 ﾊﾝﾏｰ投 ２０００ｍ 棒高跳 円盤投 

1500m:     4444 分分分分 00000000 秒秒秒秒 00000000    

3000m:  8888 分分分分 44440000 秒秒秒秒 00000000    

5000m: 15151515 分分分分 10101010 秒秒秒秒 00000000    

30 名を超える場合は 

高体連で選出する 

6666ｍｍｍｍ66665555    44442222ｍｍｍｍ00000000 

1500m:     4444 分分分分 38383838 秒秒秒秒 00000000    

3000m: 11110000 分分分分 00000000 秒秒秒秒 00000000    

30 名を超える場合は 

高体連で選出する    

2222ｍｍｍｍ60606060    33333333ｍｍｍｍ00000000    

一 般 
５０００ｍ 走幅跳   棒高跳 円盤投 

14141414 分分分分 30303030 秒秒秒秒 00000000    7777ｍｍｍｍ10101010         3333ｍｍｍｍ55550000    33335555ｍｍｍｍ00000000    

ｱｼｯｸｽﾁｬﾚﾝｼﾞ 
１００００ｍ（60 名） 29292929 分分分分 15151515 秒秒秒秒 00000000    ５０００ｍ（40 名） 16161616 分分分分 20202020 秒秒秒秒 00000000 

60 名を超える場合は記録順に選出する 40 名を超える場合は記録順に選出する 

 

8.  競技規則  ２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規定による。 

9.  申込方法 

(1) 申込書類 

1) グランプリ ＝ グランプリシリーズ申込用紙 

2) アシックスチャレンジ ＝ アシックスチャレンジ申込用紙 

3) 小学校、中学校、高校、大学、一般（他府県一般を含む） ＝ リレーカーニバル申込用紙 

＊上記 1)、2)、3)ともに兵庫陸上競技協会ホームページ[http://www.haaa.jp/]から、所定の申込用 

ファイルをダウンロードし、必要事項を入力のうえ、データファイルを電子メールにて申し込むと 

ともに、同時に作成された申込書をプリントアウトし、下記の申込先へ郵送する。 

(2) 郵送申込先 および 申込締切 

☆グランプリ 

〒650-8571  神戸市中央区東川崎町１－５－７ 

神戸新聞社地域活動局内  兵庫リレーカーニバル係       電話 078-362-7086 

メール・メール・メール・メール・郵送郵送郵送郵送ともともともとも２０１２０１２０１２０１９９９９年年年年３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））１７１７１７１７：：：：００００００００必着必着必着必着    

☆アシックスチャレンジ、大学、一般、高校 

〒651-1114  神戸市北区鈴蘭台西町４－１４－５ 

兵庫陸上競技協会情報委員会 藤田 和洋 宛  電話 090-4908-7110 

メール・メール・メール・メール・郵送郵送郵送郵送とも２０１とも２０１とも２０１とも２０１９９９９年年年年３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））１７１７１７１７：：：：００００００００必着必着必着必着    

☆中学校    

〒673-0867 明石市大蔵谷奥４－１ 朝霧中学校内 

兵庫県中体連陸上競技部 信近 清志 宛  電話 078-918-5845 

メール・メール・メール・メール・郵送郵送郵送郵送とも２０１とも２０１とも２０１とも２０１９９９９年年年年３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））１７１７１７１７：：：：００００００００必着必着必着必着    

☆小学校    

〒654-0073  神戸市須磨区関守町３－４－５ 

兵庫陸上競技協会普及委員会 小山 正典 宛  電話 070-4000-1645 

メーメーメーメール・ル・ル・ル・郵送郵送郵送郵送ともともともとも２０１２０１２０１２０１９９９９年年年年３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））１７１７１７１７：：：：００００００００必着必着必着必着    

(3) メール申込先アドレス 

1) グランプリ              relay@koberelay@koberelay@koberelay@kobe----np.co.jpnp.co.jpnp.co.jpnp.co.jp    兵庫リレーカーニバル実行委員会事務局 

2)  ｱｼｯｸｽﾁｬﾚﾝｼﾞ、大学、一般    taikai@haaa.jp taikai@haaa.jp taikai@haaa.jp taikai@haaa.jp         兵庫陸上競技協会情報委員会 

3) 高 校                 koukou@haaa.jpkoukou@haaa.jpkoukou@haaa.jpkoukou@haaa.jp         兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 

4) 中学校                   tyuu@haaa.jptyuu@haaa.jptyuu@haaa.jptyuu@haaa.jp           兵庫県中学校体育連盟陸上競技部 

5) 小学校                   fukyuu@haaa.jp fukyuu@haaa.jp fukyuu@haaa.jp fukyuu@haaa.jp         兵庫陸上競技協会普及委員会 

          ＊入力方法、送信手順等については兵庫陸上競技協会ホームページを参照すること。なお、送信後の 

訂正・再送付は受け付けない。 



(4) 申 込 料  申込料は、いかなる理由にかかわらず返金しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) プログラムのセット販売 

上記の冊数以外にプログラムをセット販売する。（１セット５冊）必要な場合は、申込書に必要セット 

数を入力すること。セット販売価格は５冊 ４，０００円。（当日販売：１冊 1,000 円） 代金は申込料 

とともに振込むこと。プログラムは、当日受付（Ｄゲート）で配付する。 

   (6) 送金方法  郵便振込に限る。    口座番号：００９４０－２－１３７２５２ 

     加入者名：兵庫リレーカーニバル実行委員会 

10.  表 彰 

(1) グランプリ１００００ｍ、アシックスチャレンジは８位まで、他の種目は３位まで表彰する。 

(2) リレー種目は、小学校、中学校、高校には優勝旗、大学・一般には優勝盾（持ち回り）を授与し表彰する。 

11.  個人情報取り扱いについて 

(1) 主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報を取り扱う。なお、取得

した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページ、その他競技運営

および陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

(2) 本大会はテレビ放送およびインターネット上で動画配信を行うことがある。 

(3) 大会の映像、写真、記事、個人の記録等は、主催者および主催者が承認した第三者が大会運営および宣伝等の

目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、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。 

12.  ドーピングコントロール（グランプリ種目出場者） 

    国際陸上競技連盟アンチ・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いて行われる。 

なお、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。日本陸上競技連盟に登録していない競技者も同様に従うこと。 

なお、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。 

        (1)ＴＵＥ申請 

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

（http://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。 

     (2)グランプリ種目に出場の 18 歳未満競技者の方へ 

＜18 歳未満競技者の親権者からのドーピング検査に対する同意書の取得＞ 

      世界アンチ・ドーピング規程、同国際基準、及び日本アンチ・ドーピング規程により、18 歳未満の競技者が競

技会に参加する際、親権者からドーピング検査に関する同意書を取得することが必要となる。 

① 本大会に参加する 18 歳未満の競技者は、同意書を熟読し、署名、捺印の上、同意書の原本を大会に持参

し、携帯すること。同意書は http://www.jaaf.or.jp/pdf/doisho.pdf からダウンロードできる。 

② 18 歳未満の競技者はドーピング検査に指名された時に、原本をドーピング検査室にて NFR（陸連医事代

表）に提出すること。提出は１回のみで、同意書の提出後に再びドーピング検査に指名された場合は、

すでに原本を提出済みである事を NFR に申し出ること。会場において、原本の提出がなくとも、検査は

行われるが、検査後 7日以内に日本陸連事務局に原本を提出すること。 

13. その他 

(1) 本大会は、下記の大会の代表選手選考競技会とする。 

・ドーハ 2019 世界陸上競技選手権大会 

・第 30 回ユニバーシアード競技大会（ナポリ） 

 

 リレー種目 オープン種目 

小学生 １チーム２，０００円（プロ１冊含む） １種目 １，０００円（プロ１冊含む） 

中学生 １チーム４，０００円（プロ１冊含む） １種目 １，２００円（プロ１冊含む） 

高校生 １チーム４，０００円（プロ１冊含む） １種目 １，２００円（プロ１冊含む） 

大学・一般 １チーム５，０００円（プロ１冊含む）  

県内一般  １種目 １，７００円（プロ１冊含む） 

県外一般  １種目 ２，７００円（プロ１冊含む） 

アシックスチャレンジ（男子 10000m・女子 5000m） １種目 ３，０００円（プロ１冊含む） 

 備考：プロ＝プログラム 



(2) 大会に関するすべての連絡事項（種目別班組、競技日程、参加者連絡等）は、３月２９日（金）以降に、兵庫

陸上競技協会ホームページ[http://www.haaa.jp/]に開示する。 

     (3) ナンバーカードは主催者で準備し、当日受付（Ｄゲート）で配付する。 

(4) 大会開催中の傷害、競技中の傷害・疾病についての応急処置は主催者側で行なうが、以後の責任は負わない。 

(5) 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程(国内)』による。 

(6) 大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上において画像や動 

画を配信することを含む）を禁止する。 


