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第６回・７回・８回京都陸協記録会 注意事項 

１．本大会は、2020年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規定にもとづいて行う。 

 

２．エントリーについて 

  本記録会は「京都陸協登録選手のみで行う。（他都道府県登録者の出場はできない。）」 

 ※関西学連京都支部の他都道府県登録者は例外とし、出場を認める。 

エントリーファイルは、京都陸上競技協会 HP からダウンロードし、期日までに各記録会申し込みアドレスに送信す

ること。（必ず２０２０年の京都陸協記録会エントリーファイルを使用し、数式の変更や、規定から外れた入力をされ

ないようにお願い致します。）メールのみの受付で、一覧を送付する必要はない。 

 

【申込期日・申し込み先】 

第６回  締め切り ２０２０年１１月１０日（火）２３時５９分まで    kyoto26long_6@yahoo.co.jp  

        担当者：藤井 勘太（京都外大西高等学校） 

第７回  締め切り ２０２０年１１月２４日（火）２３時５９分まで    kyoto26long_7@yahoo.co.jp  

      担当者：久保 孝子（園部高等学校） 

第８回  締め切り ２０２０年１２月１日（火）２３時５９分まで     kyoto26long_8@yahoo.co.jp  

      担当者：難波 祐樹（洛北高等学校） 

※記録会によって申し込みアドレスが違います。ご注意ください。例年、送信先の間違いが多数あります。 

 送信先が間違っていた場合、申し込みの受付はできません。 

 

３．出場料について 

  １人１種目 1,000円 

  本記録会は、全て事前振込制とする。 

  振込期日は、申込期日と同日。振込名義は「京都高校から５名出場の場合」→ｷｮｳﾄｺｳｺｳ５とし、 

お振込みをお願い致します。 

    １：ゆうちょ銀行間のご送金の場合    【銀行名】     ゆうちょ銀行 

                              【口座名義人】 一般財団法人京都陸上競技協会 

                                       ザイ）キヨウトリクジヨウキヨウギキヨウカイ 

                              【振込口座番号】 第６回  ００９４０－６－２１１３３１ 

                                                     第７回  ００９００－０－１２７９６７ 

                                                     第８回  ００９４０－６－２１１３３１ 

 

    ２：他行口座からのご送金の場合       【金融機関コード】 ９９００  【銀行名】  ゆうちょ銀行 

                              【口座名義人】 一般財団法人京都陸上競技協会 

                                       ザイ）キヨウトリクジヨウキヨウギキヨウカイ 

                                      【店番】  ０９９         【預金種目】   当座 

                                      【店名】  〇九九 店（ゼロキユウキユウ店）  

                                      【口座番号】     第６回 ０２１１３３１ 

                                                  第７回 ０１２７９６７ 

                                                  第８回 ０２１１３３１ 

※記録会によって振込先が違います。ご注意ください。 



４．当日の受付について 

  受付開始時間 ： 原則 ８：００～９：３０ 

  場所 ： 補助競技場入口 

 ※受付時に、出場者・審判員全員の健康調査票の提出を義務とし、領収書と引き換える。 

  尚、健康調査票の内容によっては出場を辞退していただく場合がございます。 

 

５．補助競技場への入場・招集について 

  補助競技場内に入れるのは、審判員・次の組で出場する選手・レース中の選手・レース直後の選手のみ。 

  ※各チームの顧問・監督・スタッフ・出場しない生徒、保護者は一切入場できない。 

 

  【出場選手】 

  自分の競技開始２０～１０分前に入場を認める。 

  一次招集 ： ２０～１０分前補助競技場入口にて、組・レーンナンバーを申告し、腰ナンバーカードを受 

け取る。 その際は、手指消毒をし、マスク着用義務とする。 

  二次招集 ： １０分前に START地点（Ａ～Ｃ待機所）にて、胸・背のゼッケン・腰ナンバーカード 

のチェックを受ける。胸・背のナンバーカードを着けていない場合は出場を認めない。 

  ※レース後は速やかに手洗い場にて、手洗い・うがい・洗顔を済ませ、START地点裏のゲートより 

   マスクを着用し、退場する。 

  ※補助競技場内の更衣室は原則使用禁止とするが、使用する場合は速やかに更衣を済ませること。 

【審判員】 

７：３０より入場を開始し、入場の際、健康調査票の提出と引き換えに IDを受け取る。 

 

６．欠場について 

  欠場する競技者は、招集開始時間までに、欠場届を補助競技場入口に提出すること。 

欠場届は補助競技場入口に取りに来てください。 

※欠場の際、参加費用は一切返金できません。 

※大会前日までに欠場が決まった場合は、各記録会申し込みアドレスにその旨記載し、 

メールを送ってください。 

 

７．スタートについて 

スタート時は、グループスタートで行います。出発係の指示に従うこと。 

※スタート直前までは、マスクを着用すること。 待機時の密を避けるようご協力ください。 

 

８．ウォーミングアップについて 

ウォーミングアップは、公園内にて、歩行者に十分注意して行うこと。 

ランニング時、以外は必ずマスクを着用し、密を避けること。また集団走は行わないこと。 

 

９．場所取りについて 

  選手・各チームの顧問・監督・スタッフ・出場しない生徒、保護者の待機場所として、８：１０より、たけびしスタジ

アム京都（西京極陸上競技場）のバックスタンドを開放する。（トイレ使用不可） 

 

 



※ハンナリーズアリーナ（体育館）、わかさスタジアム（野球場）の周辺は、他団体の競技会が行われますので、

場所取りは禁止します。また、たけびしスタジアム京都は改修中のため工事関係者の迷惑にならないように気を

つけてください。 

 また、待機中は必ず密を避け、荷物等の管理は、必ず各校で行い、置き引き・窃盗に注意すること。 

主催者は一切の責任を負いません。 

 

１０．競技結果（記録）について 

競技結果（記録）の張り出しは行いません。結果は、SNS上に即座に UP します。 

Instagram 「 krk26games 」で検索！ 
記録証明書が必要な人は、競技終了後、入場ゲート審判に、その旨を伝え入場し、 

ミーティングルームの記録係に申し出ること。（発行料３００円）できる限り当日中に申し込むこと。 

※申込をする競技者はインターネット上、及び他のマスメディアにおいて氏名・年齢・所属・競技結果が公表されることをご承知ください。 

 

１１．スタートリストについて 

当日、プログラムは販売しません。大会前の木曜日にスタートリストを京都陸上競技協会の HPに UP 

するので、各自確認してください。尚、スタートリスト公開後の組変更は一切受け付けません。 

 

１２．競技会開催中は疾病、傷害について 

競技会開催中は疾病、傷害については、応急手当はするが、以降の処置は所属チームで行うこと。 

主催者は一切の責任を負いません。 

 

１３．WA 厚底規定に伴うルール変更について 

本記録会においては WA規則第 143条の再改訂に伴い、京都陸協の適用方針を適用し、 

２５ｍｍ以上のシューズの使用を禁止する。シューズを出発係にて確認します。 

２５ｍｍ以上のシューズを使用した場合、失格となります。 

 

１４．その他 

①物品及び貴重品は各自管理すること。盗難、紛失については、主催者は責任を負わない。 

②競技者としてのマナーを守り、競技役員や施設管理者の指示に従うこと。 

③申込内容の変更は原則できません。内容を確認し、間違いのないように申し込むこと。 

④レース後は必ず洗顔・手洗い・うがいを行い、可能な限り、速やかに帰宅してください。 

⑤チーム等の集団でのミーティングはお控えください。 

⑥レースに対する応援は全て禁止します。特に、補助競技場フェンスの外側・公園外周コースで 

立ち止まって観戦することは絶対にしないでください。 

⑦競技に関する問い合わせや不審者を見かけた場合は大会本部に申し出ること。 

 

１５．問い合わせ 

京都陸協中長距離パート 

京都外大西高等学校 藤井勘太 075-321-0712 



第６・７・８回京都陸協会記録会
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提出日　令和２年　　月　　日

　西暦　　　　年　　月　　日生（　　年）

　直近の２週間における以下の事項の有無　「ない場合」にチェックを入れる。

　□　痰（たん）がでたり、からんだりする

　□　同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる人がいる

　□　過去14日以内の海外への渡航、または海外在住者との濃厚接触

第　　回京都陸協記録会　健康調査票

※　上記の事項に記入の上，受付に提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（記録会参加承認　押印）

健
康
状
態
に
つ
い
て

　　当日の体温　　　　　度　測定時刻　　　時　　　分

　□　平熱を越える発熱（おおむね37.5℃以上）

　□　咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

　□　だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸しづらい）

　□　嗅覚や味覚の異常

　□　体が重く感じる、疲れやすい

　□　新型コロナウイルス感染症陽性と思われる人との濃厚接触

生年月日・学年

所　属（学校名）

保護者氏名
（未成年者のみ）

《選手用》

（ふりがな）

氏　名

性　別
男　　　・　　　女

（〇で囲んでください。）

出場種目

住所

連絡先（自宅・携帯）



《審判員用》

氏名 年齢

所属 担当部署

住所

　　　　　　当日の体温 度　　測定時刻 　　　時　　分

　直近の２週間における以下の事項の有無　「ない場合」にチェックを入れる。

　□  平熱を越える発熱（おおむね３７．５度以上）

　□  咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

　□  だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸しづらい）

　□  嗅覚や味覚の異常

　□  体が重く感じる、疲れやすい

　□  新型コロナウイルス感染症陽性と思われる人との濃厚接触

　□  同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる人がいる。

　□  過去14日以内の海外への渡航、または海外在住者との濃厚接触

　　８項目すべてにチェックがない場合は大会の参加をご辞退いただきます。

　　上記は、誠実に申告した内容です。

　提出日　令和２年　　月　　日　本人署名 　

　この健康状況調査票は新型コロナウイルス感染症予防のために参加審判員に提出を求める

　ものです。提出のない場合は参加辞退として取り扱います。健康状況調査票は、個人状況

　保護法令に則り、適切に管理し目的以外に使用することはありません。また保健所等の行

　政機関から提供を求められた場合を除き、第三者に提供することはありません。この調査

　票は提出日から１ヶ月以内に、主催者の責任において適切に破棄します。

　　　　京都陸上競技協会

第　回京都陸協記録会　健康調査票

連絡先

（携帯）


