World Para Athletics公認 第22回関東パラ陸上競技選手権大会
開 催 要 綱
1. 主催
特定非営利活動法人(NPO) 関東パラ陸上競技協会KPA
2. 共催
一般社団法人日本パラ陸上競技連盟JPA
3. 主管
公益財団法人東京陸上競技協会
4. 後援
町田市、 東京都多摩障害者スポーツセンター、NPO法人日本知的障害者陸上競技連盟
5. 協賛（予定）
㈱新昭和、三井住友海上あいおい生命保険㈱、日本体育施設㈱、マット㈱、長谷川体育施設㈱、日産自動車㈱、
㈱クレーマージャパン、㈲ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、南観光
6. 協力（予定）
㈱オーエックス エンジニアリング、㈱トーエル、関東学生陸上競技連盟、日本学生陸上競技連合
日本女子体育大学陸上競技部、国士舘大学陸上競技部、日本体育大学陸上競技部
東京学芸大学陸上競技部、日本大学スポーツ科学部
7. 期日
平成29年（2017年）7月1日（土）、2日（日）
8. 会場
町田市立陸上競技場(市立野津田公園) 東京都町田市小野路町2035
交通
京王・小田急多摩センター駅より 鶴川行きバス「サンシティ町田」下車徒歩８分
小田急線鶴川駅より 多摩センター行きバス「サンシティ町田」下車徒歩８分
野津田車庫行、淵野辺駅北口行バスで「野津田車庫」下車徒歩10分
JR横浜線・小田急線町田駅より 町田駅２１番のりばから野津田車庫行バスで「野津田車庫」下車徒歩1８分
※バスの時刻については、下表23.参照すること。
・駐車場完備 駐車場希望者については事前に申し込み時に申請をすること。障害者手帳持参のこと。(減免措置あり)
※駐車場については所定の場所にのみ駐車をすることを厳守すること。
9. 実施種目
別紙「クラス別競技種目一覧表」の通りとする。
10. 参加資格・制限
① 「日本パラ陸上競技連盟」の登録会員であること。
（平成29年度未登録者は、事前に登録を済ませること。大会当日の登録は一切行わない。）
② T/F20については日本知的障害者陸上競技連盟2017年度登録選手に限る。
なお、T/F20については日本知的障害者陸上競技連盟が定める各種目参加標準記録を突破している者に限り、
参加を認める。
③ 一人２種目。※3種目以降のエントリーは可能であるが別途参加料（1種目につき1,000円）を振り込むこと。
※ リレーについては、日本パラ陸上競技連盟強化委員会の要請により競技を実施する。
11. 競技規則
① 本大会は、World Para Athletics公認大会とする。
② IAAF陸上競技連盟競技規則2017-18,2017-18 ＩＰＣ ATHLETICS競技規則2017-2018
及び本大会競技注意事項を適用する。
③ 大会競技注意事項については後日、当協会HP上に掲載をする。
④ スタート・インフォメーション・システムは使用しないので、100m～400m（含むリレー種目）での世界記録、
地域記録は公認されない。ただし、日本記録は公認される。
12. 記録証
① 参加者全員に記録証を発行（大会期間中のみ）する。後日の郵送、再発行などは行わない。

13. 申込方法（下記のどちらかの方法にて申込みを行うこと）
① 関東パラ陸協HP大会情報より必要事項をダウンロードして下記アドレスへ送付申し込み（WEB登録）をすること。

2017kantopara@jaaf.info
Web登録のフォームは、SHEET2017_関東パラ選手権を使用すること。
② 「参加申込書」郵送用に記入し、平成２９年５月23日（火）までに郵送にて申込み（FAX不可、消印有効）。
〒 154-8513 東京都世田谷区下馬３−３４−１ 日本大学スポーツ科学部
第22回関東パラ陸上競技選手権大会申し込み事務局 近藤克之 宛
※ 大会についての質問および問合せについては
メールでの問い合わせ：
k8hashimoto＠gmail.com
14. 参加費
1人2種目まで3,000円、3種目目をエントリーする場合は1種目につき追加1,000円を下記の方法で送金すること。
例：2種目エントリー3,000円、3種目エントリー4,000円、エントリーは３種目まで
◯ 銀行振込にて送金
振込先銀行：三菱東京UFJ銀行 春日部支店
口座番号：普通 １１５１８２２
＊参加費は理由の如何にかかわらず返金しない。
※郵送(現金書留)等は受け付けないので注意すること
15. 欠場について
① 申込締切後から大会1週間（6/23）までに欠場が明らかになった場合は、別紙(ファイル)『欠場届』に必要事項を
記載のうえ、大会事務局に提出すること。メールもしくは電話にて受付をする。
② 大会当日に欠場する場合は、出場する競技の開始２時間前までに受付に欠場届を提出すること。
※最初の出場種目を届けなく欠場した者は、それ以降の出場種目も欠場したものと見なす。
16. 宿泊
宿泊についての斡旋はしない。各自で手配をすること。
17. 傷害保険の加入について
主催者において、傷害保険に一括加入する。大会では応急処置しかできないので、参加にあたっては医師の診断を
受けるなど、自己の責任において健康と安全に十分留意すること。
18. クラス分け
国際クラス分けステイタスを持たない日本パラ陸上競技連盟登録者で、本連盟クラス分け委員から指示された選手は、
クラス分けを受けなくてはならない。
該当する選手には別途個々に通知する。クラスが不明確な者は、申し込み前に大会事務局に連絡すること。
すでに国際ｸﾗｽ分けｽﾃｲﾀｽのある登録者は、そのｸﾗｽｽﾃｲﾀｽでの記録のみが認められる。
尚、クラス分けについては日本パラ陸上競技連盟2017年度版クラス分け説明表を参照のこと。
19. 競技用車椅子、投てき台の送付について
競技用の車椅子、投てき台の送付を希望する場合は、下記参照のうえ各自手配すること。
① 送付場所：〒195-0064東京都町田市小野路町2035番地 町田市立陸上競技場 宛て
② 期日：大会前日の6月3１日（金）12:00～17:00必着とし、
必ず『第22回関東パラ陸上競技選手権大会出場』と明記すること。
③ 到着した競技用車椅子及び投てき台は大会を実施するにあたり一時的に保管するが、故障・破損等にについては
一切責任を負わない。また、未到着の確認等は、各自が依頼した宅配業者と連絡を取ること。
④ 競技用具の保管場所については大会当日に受付にて案内する。
⑤ 送り返しについて：依頼先 ヤマト運輸 ヤマト便 連絡先 ０１２０－０１－９６２５
集 荷 7月1日(土） 午後6時頃 7月2日(日） 午後4時頃 出荷方法については、着払い専用伝票を大会中に
受付にて渡します。記載の後、必ず梱包して競技場指定場所に置いてください。
20. ドーピング検査 （以下、JADAからの注意喚起文による）
・本大会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。
・本大会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピング・コントロール
手続の対象となることに同意したものとみなす。
・20歳未満の者については、ドーピング検査を含むドーピング・コントロール手続に対する親権者からの同意を
所属競技団体へ別途提出しているもののみエントリーできる（同意書は日本パラ陸上競技連盟のホームページ
≪医事委員会≫ からダウンロードすることができる）。
・本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回避した
場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することが
できなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断された
場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。
・競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了後２時間の安静が
必要となるので留意すること。
・日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ･ドーピング
機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認すること。

21. ジュニアトラックの部
・本大会の中にジュニアトラック競技会の部を設ける。
ジュニアトラック競技会の部にあっては競技規則を緩和して実施する。
22. 競技日程について
① 受付開始予定時刻

7月1日（土）８：３０より

② 競技日程・種目
別紙「実施種目一覧表」による。
7月1日（土）200m / 800m /（1500m予選）/ 5000m / 走幅跳 / 砲丸投 / やり投
7月2日（日）100m / 400m / 1500m（決勝）/ 10000m / 走高跳 / 三段跳 / 円盤投 / こん棒投
※トラック種目ではエントリー数により予選を実施する場合があり、競技運営上、予選ラウンドと決勝ラウンドの時間が
短くなる場合がある。また、複数種目に出場する場合は、競技時間が重なる場合もある。
※1500mにおいては、予選実施時は 1日（土）に予選、2日（日）に決勝 を行なう。
1日目＜トラック競技＞ ＜フィールド競技＞ １０：００競技開始
１７：００終了予定
２日目＜トラック競技＞ ＜フィールド競技＞１０：００競技開始

１6：３０終了予定

23. 個人情報の取り扱いについて
① 主催者は、個人情報の保護に関する法令及び関連法令等を順守し個人情報を取扱う。なお、取得した個人情報は、
大会出場の資格審査、大会プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページ及び公式フェイスブックその他
競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に使用する。
② 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、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。
③ 本協会によって撮影された映像が、中継、録画放送及びインターネットによって配信される場合がある。
また、ＤＶＤ等に編集され、配布される場合がある。
④ その他、主催団体及び主催者の許諾を受けた企業が写真等によって撮影された写真等が販売される場合がある。
24. その他
・昼食等は各自で用意すること。
・タイムテーブルについては参加申し込み後編成をする。詳細については決定後HP上に掲載する。
１０：００より競技開始を予定しているが、参加申込状況により競技開始時刻ならびに各種目開始時刻を決定するの
で、当日のプログラムを各自確認すること。
・大会に関する問い合わせは、メールk8hashimoto@gmail.com もしくは
メール等が難しい方：℡080-3711-9862
※電話はすぐ出でられない場合があるので予め承知しておくこと。
25. シャトルバスの運行
今大会専用のシャトルバス(直通バス)を運行する。
シャトルバスの運行計画については後日HP上にて掲載します。
※シャトルバスの利用では乗車料金がかかります。
26. 路線バス時刻表
小田急線 鶴川駅発
鶴３３野津田車庫行

時刻
7時
8時
9時

野津田車庫下車
土曜日
日曜日
13,33,48,58
13,33,48,58
03,33,53,58
03,33,48,58
03,08,18,43
03,33,43,53

京王・小田急線 多摩センター駅発
鶴32小野路経由鶴川駅行
10番乗場
サンシティ町田下車
時刻
土曜日
日曜日
7時
00,35,58
20
8時
20
10
9時
00,50
00,50

鶴32小野路経由多摩センター行

サンシティ町田下車
土曜日
日曜日
10,40
25
15,40
15
10,55
05,55

※野津田車庫下車徒歩1５分
※サンシティ町田下車徒歩８分

JR・小田急線 町田駅発
町55鶴川駅・野津田車庫行
21番乗場
野津田車庫下車
時刻
土曜日
日曜日
7時
05,40
05,40
8時
12,24,36
10,25,40
9時
00,12,24,36
10,24,36

