
平成 25年度 新宿区民総合体育大会 

陸上競技（小学生の部）実施要項 
主催： 新宿区、新宿区教育委員会、公益財団法人新宿未来創造財団 

主管： 新宿区陸上競技協会 

１ 日  時  平成25年9月28日(土) 競技9時～13時(予定) 雨天実施 

２ 会  場  国立霞ヶ丘競技場(新宿区霞ヶ丘町10-2) 全天候型舗装 

３ 種  目 

 

 

 

４ 参加資格  健康診断を受け、健康であることが証明された新宿区内在住･在学の小学生 

５ 参 加 料  無料 

６ 競技規則  平成25年度日本陸上競技連盟競技規則に準ずるが、小学生であることを考慮し教育的配慮のも

と競技を進行する。 

７ 競技方法 （１）トラック種目は、すべてタイムレースで順位を決定します。 

（２）50mおよび 100mのスタートは、クラウチングスタート、スタンディングスタートいずれで

も可能です。 

８ 申 込 み 7月 5日(金)～8月 31日(土)までに所定申込書に必要事項を記入のうえ、新宿区大久保 3-1-2

コズミックセンター 1階 新宿未来創造財団窓口へ直接お持ちください。（受付時間：平日 9

時～19時、休館日 7月8日（月）・8月12日（月）9時～17時、土日祝日 9時～16時30分） 

※上記時間外および郵送･FAXなどでは受け付けません。 

９ 引  率  当日は、必ず保護者(責任者)が引率のうえ、ご参加ください。フォールド内には参加者以外は

入れません。(競技場より強く要請されています) 観戦はスタンドでお願いします。 

10 そ の 他 （１）大会運営は主管団体が行います。参加者は大会役員の指示に従い大会運営にご協力くださ

い。※中学生、一般の部と同時開催。 

（２）競技中の事故については、応急処置のみ行います。万一の事故の発生に備えて、スポーツ

安全保険等の傷害保険にご加入ください。 

（３）レーン、試技順等の組合せはプログラム編成時に主催者が決定します。 

（４）プログラムとナンバーカードは当日受付でお渡しします。なお、タイムテーブルについて

は、9月12日(木)以降に決定します。財団ホームページで公開しますので、ご確認ください。 

（http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=44473） 

（５）場内での食事はスタンドですること。また、ゴミは各自でお持ち帰りください。 

（６）表彰について 

    各種目：1位～3位まで賞状及びメダルを授与 （男女別学年ごと） 

    表彰式はありません。入賞された方は、別紙の賞状等渡し場所にお越しください。 

（７）本大会の入賞者（1位～8位）の記録を後日財団ホームページにて公開します。ホームペー

ジには、氏名、出場種目、所属、学年、記録が掲載されますので、その旨ご了承ください。 

（８）ご自身の記録をお知りになりたい方は、10月7日（月）以降の平日 9時～17時の間に 

    電話（03-3232-5121）にてお問い合わせください。 

11 競技注意事項 

（１）全体 

①申込み締め切り後の出場種目等の変更、代理の出場については認めません。 

②履物は、運動靴またはスパイクシューズ(ピンの長さが 9mm以下)とし、素足は認めません。 

③バックスタンド側は観客席中段まで使用可能です。（上段は立入禁止場所ですので入らないでください） 

④移動の際は、競技等の妨げにならないように十分注意すること（特に午前中は、トリムマラソンならび 

にピポ・ユニバーサル駅伝が開催） 

⑤ウォーミングアップについては回廊または北ゲート前のタータン練習場をご使用ください。ただし、ト 

リムマラソン及びピポ・ユニバーサル駅伝が実施される午前中は、使用不可となる場合があります。競

技場内バックストレートは、競技がない場合、第 2コーナーから第3コーナーまでの間は使用できます。

その際は、競技者に支障の無いよう、十分注意し、競技役員の指示に従うこと。 

⑥不正スタート（フライング）は全体の２回目から失格とする。なお、スタートにおける不適切行為に対 

する警告はとらないこととする。 

   ⑦走り幅跳びの試技は 3回とする。低学年(小学1～3年)については、実測とする。 

1～3年生 男子･女子 50m 走り幅跳び 

4～6年生 男子･女子 100m 走り幅跳び 

※エントリーは 1人1種目とする。 

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=44473


（２）召集 

① 召集場所は、北ゲート付近とする。※時間帯により召集場所が異なります。詳細は別紙 会場案 

内図をご参照ください。 

② 召集時間は、プログラム記載の開始時間を基準とし、以下のとおりとします。 

トラック競技  （50ｍ、100ｍ） 競技開始 30分前に開始 20分前に終了 

フィールド競技 （走り幅跳び） 競技開始 40分前に開始 30分前に終了 

③ 召集時間にいない場合及び競技開始時間にいない場合は、棄権とみなします。 

 

【問合せ】新宿区大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター1階 

公益財団法人新宿未来創造財団 ℡:03-3232-5121 



平成25年度　区民大会　陸上競技申込書 　　　部　　　門
（〇で囲んでください） 小・中・一般

※最高記録は記載なしでもかまいません

例 男 41 S46.9.28
（自宅）大久保3-1-2
（勤）大久保4

新宿未来創造財団
自宅　　（3232）5121
勤務先 （3232）7701

氏名
個人種目

種目

電話
リレー

チーム

氏名
計　　　　種目

円

氏名
電話

ふりがな
性別 年齢 学年

氏 名

1

3

2

5

4

7

6

9

8

11

10

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

12

13

14

15

走幅跳
（8m00）新宿

しんじゅく

 太郎
たろう １００ｍ

(10秒00）
一般男４R
（40秒00）

生年月日 種 目
（最高記録）

種 目
（最高記録）

リレー
（最高記録）

　　　　　　住　　　所
（在勤者は自宅及び勤務先
住所を記入）

　　勤務先・学校名称、電話番号
（在勤者は自宅及び勤務先電話番号を
記入）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

連絡者

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

保護者
（小・中学
生のみ）

所属
（学校名・
団体名）

団体で申込みの場合

※ご記入いただいた事項は、本件に関する業務以外は使用いたしません。

＊プログラムは参加者1名につき1冊を当日受付配布

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

自宅　　　　（　　　　　　　）
勤務先　 　（　　　　　　　）

代表者



＜会場案内＞　

都営大江戸線 国立競技場駅A2出口 
至 千駄ヶ谷駅 

1F 大会本部 
 1F 更衣室 

1F 救護 1F 賞状等渡し 

ｽﾀﾝﾄﾞ席へ   （ｽﾛｰﾌﾟ上がる） 

選手・競技役員の方以
外はフィールド内 
立入厳禁です 

観戦はスタンドから！ 

幅跳 Bピット 

幅跳 Aピット 

 
高跳 

砲 
丸 

バックスタンド観客席中段まで使用可能 
（上段は立入禁止） 

代々木門 

都営地下鉄大江戸線 国立競技場駅 徒歩1分 
JR総武線(各駅停車) 千駄ヶ谷駅   徒歩5分 
                信濃町駅    徒歩8分 

                                                               

点線内の観覧席は立入禁止です 

 11時10分頃～終了まで 

 参加者受付及び召集場所 

参加者入場・北車門 

（8時～11時10分頃まで） 
工事中のため、通り抜けできません 

  ８時より受付開始  ※受付と招集時間は厳守です！ 

国立競技場内の一部で工事のため、通り抜けができない箇所があります。 
受付開始時間には余裕をもってお越しください。 ＜注意＞ 

 8時から11時10分頃までは、トリムマラソン・

ピポ・ユニバーサル駅伝が開催されるため、 

下記の点にご注意ください。 

①競技場内の一部通行制限。 
千駄ヶ谷門から受付・召集場所へは行けません。この 

時間内は、北車門または代々木門をご利用ください。 

②参加者受付及び召集場所は 
8時～11時10分までの間、 
北ゲート奥（館内）になります。 

北ゲート 

観戦の方はスロープを上がり、スタンド席

へ。10時50分～12時まではピポ・ユニ

バーサル駅伝開催のため、規制あり。 

千駄ヶ谷門 

8時～11時10分頃まで通行止 
トリムマラソンとピポ・ユニバーサル

駅伝のコースの為。 


