
◇第54回 富士市スポーツ祭陸上競技大会要項（訂正案）        2020/8/21 

１ 主 催 富士市・富士市スポーツ協会・富士市陸上競技協会 

２ 主 管 富士市陸上競技協会 

３ 期 日 2020 年10月31日（土） 9時競技開始予定 ※小雨決行 

４ 会 場 富士総合運動公園陸上競技場 （TEL0545-35-0151) 

５ 競技種目 （◇２部制で実施予定 午前中：中学生以上の種目 午後：小学生の種目） 

(1)一般男子の部（中3及び高校生、29歳以下の男子） 

 100m・400m・1500ｍ・3000m・400ｍR・走高跳・走幅跳・砲丸投（高6.0 ㎏・一般5.0 ㎏） 

(2)一般男子30歳代の部 (3)40歳代の部 (4)50歳代の部 (5)60歳以上の部 

100ｍ・1500ｍ・3000ｍ・走幅跳・砲丸投（一般5.0 ㎏） 

(6)一般女子 （中3及び高校生、29歳以下の女子） 

100m・200ｍ・1500ｍ・3000ｍ・400ｍR・走高跳・走幅跳・砲丸投（2.72 ㎏） 

(7)一般女子30歳以上の部 100ｍ・砲丸投（2.72 ㎏） 

(8)中学男子 100m・200ｍ・400m・1500m・3000ｍ・4×100mＲ・走高跳・走幅跳・砲丸投（5.0 ㎏） 

(9)中学女子 100m・200ｍ・800m･1500m・4×100mＲ・走高跳・走幅跳・砲丸投（2.721 ㎏） 

(10)小学男子 1,2年別50m・学年別100m・3,4年1000m ・5,6年1000m・走高跳・走幅跳・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

(11)小学女子 1,2年別50m・学年別100m・3,4年1000m ・5,6年1000m・走高跳・走幅跳・ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 

(12)小学混合 1,2年男女混合4×50ｍR・3,4年男女混合4×100mＲ・5,6年男女混合4×100mＲ 

（フィールド種目の試技は3回までとする） 

７ 参加資格【重要】 

(1)富士市内に在住・在学・在勤の市民であること。（年齢は、10月31日現在の年齢とする） 

(2)富士市民で静岡県高体連・中体連加盟の生徒であること（中学生は1,2年生対象。中3は一般の部に該当） 

(3)富士市のコロナ禍感染予防方針に従い、競技場の利用人数が最大千人となっています。富士市以外の団体及び

選手の参加につきましては、ご遠慮願います。（昨年度は650名の富士市民が参加） 

８ 参加制限 

(1)各種目で出場人数の制限は設けない 

(2)一人２種目以内とする（リレーは除く） 

９ 申込期間 2020 年10月8日（木）～ 10月14日（水） 必着のこと 

10 問合せ先 富士市陸上競技大会事務局 担当：鈴木（℡ 0545-21-3801 夜間19時～20時） 

11 申込方法 

(1)申込用エクセルファイルを、10月8日以降に静岡東部陸上競技協会のホームページからダウンロードし 

fuji21.tf@gmail.com 宛に添付してお送り下さい 

12 参 加 料   

(1)１種目  一般 700 円、高校生 600 円、中学生 500 円、小学生 400 円、リレー 1,000 円 

(2)プログラムは有料配布です。申込時に参加料と予約金（部数分）合わせて振り込んで下さい 

・予約一部 400円  ※当日販売は、コロナ禍感染予防対策のため実施しません 

13 振込先   

(1)郵便振替を利用して参加申込みと同時に振り込む。入金が確認できない団体及び選手は出場不可 

口座番号「００８５０－８－１０２２１５」 加入者名「富士市陸上競技協会」 

(2)通信欄に参加大会名・住所・学校名（個人参加者は、登録ナンバーと個人名）・連絡先電話番号を必ず記入 

（振替料金は申込者負担） 

(3)現金書留の場合 〒417-0851富士市富士見台3-7-32 大会事務局 鈴木弘行 宛て 
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14 ナンバー   

(1)一般・高校・中学は、２０２０年度の登録番号とし、小学生は各団体指定の番号とする 

(2)県陸協競技者登録者以外で個人参加する選手は、個別にﾅﾝﾊﾞｰを事務局が指定する。申し込む前に事務局に必

ずﾅﾝﾊﾞｰを問い合わせること。ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞは、各自準備する。黒字（男）赤字（女）大きさ（24×20以内） 

15 表   彰   

(1)各種目１位～８位（リレー競技上位３位まで）の入賞者・チームに賞状を授与する 

16 そ の 他 

(1)競技中に発生した傷害については、主催者では応急処置のみで一切責任を負わない 

(2)参加選手は、スポーツ安全保険に加入しておくこと 

(3)競技器具は、それぞれの規格で行う 

(4)小学生のスパイクシューズの使用を今大会より認める 

(5)３密を避けるため、各チームのベンチとしてメインスタンドを開放する。メインスタンドのベンチ割は、参加

チーム（人数）が確定したのち、改めてお知らせする。メインスタンド以外の競技場内の1F及スタンド外側等

にチームごとのベンチを設定することや早朝から入口に並ぶのは、3つの密を避けるためご遠慮願います。競

技中やアップ時以外は、全員マスクを着用願います 

(6)大会当日、暴風・大雨警報が富士市内に発令され、大会本部にて競技の進行に支障があると判断した場合は、

安全面を考慮し中止する場合があります。（当日の朝、6時の時点で判断予定） 

(7)大会のタイムテーブルは、下記静岡東部陸上競技協会ホームページの「富士陸協」サイトでご確認願います 

https://k-koike.sakura.ne.jp/   （大会一週間前には掲載予定） 

【重要】※別紙「富士市スポーツ祭陸上参加及び申込注意事項」を確認してから申し込みをしてください 

◇本大会主催者は、この大会に参加する総ての競技者の個人情報を競技運営に必要とする要件等に利用する。ま

た、競技者は大会プログラム・インターネット・（肖像権）及び映像に性別・年齢（学年）所属及び大会成績が記

載・転載により公開されることを了承のうえ参加申込をすること。 

※今大会は、９月以降新型コロナウィルスの感染拡大状況により、国より緊急事態宣言が発令された場合に競技場

や駐車場が使用できなる場合も想定しています。その場合は、大会開催を中止します。 

※大会が中止、あるいは途中で打ち切りの場合でも参加料の返金は無いので、了承の上申し込む。 

◇新型コロナウィルス感染防止について 

(1)参加者（引率者、競技者、補助員、マネージャー、その他本競技会に来場する部員等）は、１週間前から体調

確認と検温を必ず行う。体調不良や発熱（37.5℃以上）がある場合には、参加しないこと。 

(2)すべての参加者は、別紙1【大会前：提出用】体調管理表・症状チェック表を利用して、大会前1週間体調管理

を行う。別紙1【大会前：提出用】体調管理表は、大会当日会場入場時に全員検温測定後、受付に提出する。 

小中高校生は、保護者の承諾書が必要です。別紙1【大会前：提出用】を利用して保護者の承諾を必ず得ること 

(3)参加者は必ずマスクを持参し、競技中やウオーミングアップ時等を除き、マスクを着用すること。マスクの着

用で熱中症の危険が増すので、水分補給の準備を忘れないこと。 

(4)保護者等の応援（会場への入場）については、参加人数が確定した後、静岡東部陸上競技協会のホームページを

利用して改めてお知らせする。チームごとの参加人数に応じて、人数を制限する場合や無観客の場合もある。保護

者の見学が可能となった場合は、見学希望の保護者も全員別紙 1【大会前：提出用】体調管理表を入場時に受付へ提

出する。別紙 1【大会前：提出用】体調管理表の提出がない場合は、ガイダンスに従い安全が確認できませんので入

場をお断りします。入場出入口は競技場南ゲート１か所です。保護者は、午前９時以降入場可能。 

(5)参加者は、大会終了後２週間 別紙２【大会後／個人管理用】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チ

ェックシートを利用して各自体調管理に努めること。別紙２は、個人管理（保存）とする。             

※本大会提出用の別紙 1【大会前：提出用】体調管理表及び別紙２【大会後／個人管理用】は、静岡東部陸上競技協

会 HP 内、富士市陸協サイトの「富士市スポーツ祭陸上競技大会 要項」からダウンロードすることができます。 

https://k-koike.sakura.ne.jp/


◇富士市スポーツ祭陸上競技大会参加及び申込に関する注意事項案（訂正案）2020/8/21 

❖この大会開催の趣旨を十分に理解した上で、賛同される学校（チーム）、競技者、保護者に参加していただくよう

お願いいたします。  

【大会開催に関する開催条件】  

〇7/10 から富士市陸上競技場の大会開催条件（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）が緩和され、選手・役員・引率者・補助員・観客をふ 

くめ 1000 人以内ならば大会が開催可能となりました。この開催条件を遵守するため今年度の大会は、富士市に在学

及び居住、勤務している選手のみを参加対象としました。富士市以外のオープン参加は、今回ご遠慮願います。

（昨年度の大会は、富士市民約 650 名の選手が参加。） 

○参加競技者や大会関係者の健康や安全が十分に確保されていること。  

○各学校の所属長又はチームの代表者から参加に関する同意を得られていること。  

〇小中高校生は、保護者の同意が得られていること。（別紙１の体調管理ﾁｪｯｸｼｰﾄで保護者の同意を確認） 

【感染予防に対しての参加（不参加）条件】 

（１）別紙１【大会前/提出用】新型コロナウイルス感染症についての JAAF 体調管理チェックシート 

・大会参加者及び引率者（各チーム参加者数 10 人につき 1 人可能）は、大会１週間前から各自健康観察及び検温測

定を行い、JAAF 体調管理チェックシート（別紙１）へ記録し、大会当日会場入り口で受付へ提出する。※重要 

・個人参加者は、別紙１【大会前/提出用】のみ大会当日受付へ提出する。未提出の場合、大会への参加を認めない。 

・小中高校生の競技者は、別紙１【大会前/提出用】を利用して、保護者の大会参加への同意を得ること。 

・大会主催者は、別紙１【大会前/提出用】を確認後、1 か月責任をもって保管する。 

（２）見学希望の保護者への対応（重要） 

・今大会は、参加人数が確定し、応援の保護者などの見学が可能になった場合のみ入場可能とする。 

・競技場への入場を希望する保護者は、別紙１【大会前/提出用】新型コロナウイルス感染症についての JAAF 体調

管理チェックシートを１週間記録し、当日９時以降会場入口で係員に提出する。※重要 

・入口で体温確認後、競技場の保護者見学可能エリア（バックスタンド側）へ入場することができる。 

・別紙１【大会前/提出用】が未提出の場合、ガイドラインに従って入場をお断りする。大会主催者は、応援希望者

より提出されたチェックシートを、1 か月間責任もって保管する。 

・見学希望の保護者への対応については、別紙１の記入周知等各学校（チーム）で責任もって保護者等へ周知徹底

する。 

【競技】  

○トラック競技は、全てタイムレース決勝とする。フィールド競技は、試技 3 回とする。 

 ・競技開始時間９：００予定 （２部制で競技を行う 午前中：中学生以上の種目、午後：小学生の種目） 

・召集時、スタート前に選手が密集しないように、通常のタイムテーブルよりも余裕を持って大会運営を行う。 

  ・召集所 ⇒受付は感染対策を実施する。 召集場所は、北側倉庫前とする。 

※フィールド種目のみ現地集合とする。  

※リレー種目は代表者（４走）のみとする。ナンバーなどの記入ミスがないように、必ず申込責任者が責任 

をもってオーダー用紙の記入、提出をすること。 男子は黒字、女子は赤字で記入する。 

・ウォーミングアップは、競技に支障が無い範囲で競技場内（バックストレート側）を利用して行う。  

・競技場内（待機場所含む）に関しては、役員・選手・審判・補助員以外は立ち入り禁止とする。  

・召集所、スタート待機場所などでは、通常以上の間隔（最低１ｍ）をとり、必要以上に密接環境を作らない。 

・ゴール後、スタート近くに置いた自分の荷物を取りにいく場合は、バックストレート側を通って移動する。 

〇感染予防対策として補助員の拘束時間を短縮するため、中学生以上の種目を前半に行う。中学生以上の競技終了

後参加した中学生を先に帰宅させる。消毒タイムを実施後、小学生の競技を後半で実施する。なお、今回のみ小学生

が出場する各チームの保護者に後半の小学生種目の補助員を依頼する予定。ご協力をお願いします。※重要 

 



【観客】※重要 

 ・富士市陸上競技場の大会開催条件（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）は、選手・役員・引率者・補助員・観客を含め 1000 人以内とな 

っています。参加選手の総数が確認できた時点で観客について入場可能か判断し、改めてお知らせします。引率

者や参加人数に応じた保護者の入場制限や無観客で開催の場合もあります。 

・メインスタンドは、各学校及びチームの待機場所として申し込み後、割り振ります。 

・参加人数により保護者が入場できる場合は、バックスタンド及び芝生部分のベンチを開放します。 

 

【ベンチ割】  

・プログラム編成会議の際に参加団体ごとに割り振りを実施する。雨天時の対応については、別に定める。  

 

【感染予防（衛生面）】※重要 

 ・マスクの着用を義務付ける（競技者・引率責任者・審判・役員）。ただし、ウォーミングアップと競技中はそ 

の限りではない。 各自で予備マスクなどを必ず用意すること。役員用の予備マスクは本部で用意する。  

・参加チームで、消毒液等を用意し、積極的に利用すること。 施設内については大会本部で用意するが各チー 

ムにも協力をお願いする。  

・器具などの消毒については各部署で行うが器具だけではなく、本人自らの競技開始前、終了後の手洗い・消 

毒を促す。  

・ゴミはすべて個人の持ち帰りとする。  

・怪我、病気などの緊急対応は行うが、原則、引率責任者で保護者と連絡をとり、できる限り帰宅させる。  

・定期的に役員でトイレ・洗面所を中心に消毒を行う。タイムテーブルに余裕がある場合は、消毒タイムを実 

施する。  

 

【駐車場】  

・駐車場は、大駐車場及び芝生広場臨時駐車場、古墳広場駐車場、旧市温水プール駐車場が利用できます。 

・大会期間中を通じて、バスロータリー内および路上駐車を禁止します。 

 

【その他】 

・開会式及び閉会式は、感染予防のため実施しない。 

・表彰式は行わない。８位入賞者の賞状は密を避けるため大会終了後チームごとまとめて南ゲート出入口付近に

置くので受け取りに来ること。（富士地区陸上と同じ） 

・記録掲示板は、密を避けるため設置しない。競技結果のアナウンスや静岡東部陸上競技協会の記録速報で確認

すること。 

 ・大会参加にあたり、３密状態を回避して大会に参加するなど感染症予防について各チームで十分に配慮、指導

をして参加すること。  

・審判員は、検温と体調確認（別紙 1）を行ったのち審判受付を行う。  

・今大会のプログラム販売は行わない（事前予約分のみ）。 個人参加者の予約プロは、受付の時配布。団体申込

は、南ゲート入口横の賞状配布場所に所属ごと事前に配布しておきます。（雨天時は、当日別に定める） 

・競技が終了した競技者から各チームで責任もって早めに帰宅するようにご指導をお願いします。 

 

○大会実施に当たり、制限が多くあるので要項、注意事項を熟読すること。 この大会開催の趣旨を十分に理解し

た上で、参加していただくようお願いいたします。 

 

 



～競技者ならびに引率者の皆様へ～ 

① 体温が 37.5℃以上の競技者・引率者の競技会への参加はできません。  

② ソーシャルディスタンスをお守りください。 競技場は屋外ですが、選手召集や待機場所、応援指定箇所、ベン

チ等ご注意ください。 

 ③ 手洗いを十分にしてください。（せっけんやアルコール消毒液をご利用ください。）  

④ ウォーミングアップ時、レース時以外にはマスクを着用してください。  

⑤ スタンドで立っての応援や大声を出して応援は禁止します。  

⑥ 指定されたベンチ配置をお守りください。（別紙ベンチ割） 

・競技場バックスタンド及び芝生前列のベンチ（9 時以降に開門）への入場者は、１週間以上の体温管理（別紙）

を行い、当日も体温の安全を確認した保護者のみが入場できます。提出のない保護者は、安全が確保できません

ので入場をお断りします。各チームの責任者は、保護者も別紙１の体調管理チェックシートの提出がないと、入

場できないことを周知徹底してください。  

⑦ 選手及び観客席入口は、競技場南側ゲート（ゴール側）のみ 1 か所とします。入場時、全員検温測定を実施し

ます。37.5℃以上の発熱があった場合は、入場をお断りします。 

メインスタンド観客席入口は、大会開催中シャッターを開けません。 

⑧正面スタンドの各学校及びチームごとのベンチ（別紙）に入れる引率者及び保護者は、各団体参加者 10 人につ

き 1 人とします。（受付時に団体ごと引率者用 ID カードを発行。帰宅時、受付へ返却）  

⑨ 選手は正面スタンドに割り振ったベンチを利用する。（小学生は、 ID カードを付けた引率者の付き添いを厳守）  

⑩ その他  

・競技会役員の指示に従ってください。 

 ・必要の無い移動を避けてください。  

・競技場内（スタンド・召集所・ウオーミングアップ場）へは、競技者および ID カード所有の引率者のみが入

場できます。（トラックや待機場所へは、競技者と役員以外は入ることはできません） 

・競技が終了した選手は、引率者の指示で速やかに帰宅するようにお願いします。 

・※本大会提出用の別紙 1【大会前：提出用】体調管理表及び別紙２【大会後／個人管理用】は、静岡東部陸上競技

協会 HP 内、富士市陸協サイトの「富士地区陸上競技大会 要項」からダウンロードすることができます。 

 



 



 


