
スズキ１００周年記念特別協賛 
第 33 回全日本マスターズ混成陸上競技選手権大会要項  

    
   

 主  催   公益社団法人 日本マスターズ陸上競技連合 
主  管   静岡マスターズ陸上競技連盟 
運営協力     一般財団法人 静岡陸上競技協会   
特別協賛   スズキ株式会社  
協  力   (交渉中） 
後  援   静岡県 静岡県教育委員会・(公財)静岡県スポーツ協会・静岡市 静岡市教育委員会・静岡市

コンベンション協会 (特財)静岡市スポーツ協会 静岡新聞社・静岡放送 (予定) 
期  日    2022 年 5 月 28 日(土)～29 日（日）準備 5月 27日(金)13:00 受付 5月 27日(金) 15:00 
会   場   静岡県総合運動場草薙陸上競技場 

〒422-8008 静岡市駿河区栗原 19-1 ☏054-261-9265 
交通機関 JR 東海道新幹線 在来線 静岡駅下車 静岡鉄道 総合運動場前下車徒歩 10 分 

1.競技開始 受付開始 7：00 開始式(予定) 8：30 競技開始 9：00 
2.競技種目 ＆ 競技順序 

種目 性別 クラス 競技日 競技種目 

 
十種競技 

 
男子 

全クラス 1 日目 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 

M45以下 

2 日目 

110m H 

円盤投 棒高跳 やり投 1500m 50M以上 100mH 

M70以上 80mH 

七種競技 女子 

W35以下 
1 日目 

100mH 
― 走高跳 砲丸投 200m 

W40以上 80mH  

全クラス 2 日目 走幅跳 ― やり投 ― 800m 

五種競技 

男子 
M60以上 1 日目 走幅跳 やり投 200m 円盤投 1500m 

M55以下 2 日目 走幅跳 やり投 200m 円盤投 1500m 

女子 
W35以下 

1 日目 
100mH 

走高跳 砲丸投 走幅跳 800m W40以上 80mH 

3.参加資格 2022 年度日本陸上競技連盟および日本マスターズ陸上競技連合登録者で、競技会初日の 
      満年令が男女 18 歳以上で学連登録者を除く競技者であること。 
4.競技規則 
（1）2022 年度日本陸上競技連盟競技規則、日本マスターズ陸上競技連合競技規則並びに本大会注意事項お

よび日本陸上競技連盟コロナウイルス感染防止ガイダンスにより実施する。 
（2）2022 年 5 月 28 日現在の年齢をもって 5 歳刻みに男女別、年代区別に競技する。 
（3）日本陸上競技規則の競技順序に従い競技する。 
（4）女子 800m・男子 1500ｍは原則、組別にオープンスタートとするが出場選手が少ない場合は男女別

に同時スタートとする。 
 (5) 走高跳、棒高跳のバーの上げ方および得点計算は日本マスターズ陸上競技連合競技規則に従う。 
 (6) 棒高跳は並行した AB ピットにて跳躍高さレベルにより 2 組で行う場合もある。 
（7）競技者の招集は各競技日の最初の種目のみ招集所での点呼を受け、その後は各種目の実施場所にて審

判員の点呼を受ける。尚、棄権の場合は必ず担当種目主任にその旨を申告すること。 
 (8) アスリートビブス(ナンバーカード)は主催者(スポンサーロゴ入り)を支給する。自県アスリートビブ

ス(ナンバーカード)は使えない 
（9）草薙陸上競技場の使用注意事項は次の通り厳守すること。 
❶スパイクシューズピンの長さはトラック 9mm 以下、フイールド 12mm 以下の競技用スパイクシ 
ューズを使用する。 

❷競技用のスパイクを履いたまま、施設内に立ち入ることは厳禁である。  
❸スタート位置以外でのスタート練習は厳禁である。 
❹補助競技場での投てき練習は厳禁である。 

（10）競走競技、跳躍競技、投てき競技の施設基準、ハードルの高さやインターバルおよび投てき器具の重 
さ等は日本マスターズ陸上競技連盟規則による。  

5.参 加 料 十種競技 15,000 円   七種競技 １2,000 円   五種競技 10,000 円 
6.申込条件 下記条件を承知の上申込をすること。 
  ❶コロナウイルス感染拡大渦中にある場合は安全安心を担保するため大会 2 週間前の日本陸連体調チエ 

ック票を大会の当日受付に提出して参加すること。 
    ❷申込者は居住自治体がまん延防止措置や緊急事態宣言が発出されている場合は参加をご遠慮いただく 



こと、および開催地静岡県にまん延防止措置や緊急事態宣言が発出されている場合は大会を中止するこ 
とを承知の上、申込をして下さい。申し込み後の参加料は返金いたしません。 
➌静岡県がまん延防止措置や緊急事態宣言の対象であれば大会2週間には中止することをホームページに掲載 
致します。 

７.申込方法 日本マスターズ陸上競技連合指定の WEB エントリーと致します。詳細は後日ホームページ 
にて発表するので参照下さい。 
WEBエントリーが不可の方は指定の申込書と2022年度登録証(写)および参加料払込受領書 
(写)を添えて下記事務局に申込みする。（Web 入力代行手数料 2,000 円が必要） 
尚、登録申請中の方は申込書の申請中である旨のレ印を記入し済証発行後速やかに写しを 
送付のこと。 
〒419-0205 静岡市駿河区登呂 4－1－2 

             大会事務局 大野昌俊 TEL(FAX)054－286-7621 
８.申込期間 締切 4 月 15 日(金)厳守で申し込むこと。✽申し込み後の返金はしない。 

・大会当日 1 週間前頃に HP・ハガキ郵送にて競技時刻・スタートリストを公表します。大
会前日 15:00 より受付するので受付票ハガキを提示し、アスリートビブス(ナンバーカー
ド)・プログラムを受け取ること。受付票は大会 1 週間前に郵送します。 

9.競技開始時刻（予定：正式な競技開始時刻は 5 月 18 日に発表します） 
  第１日目  5 月 28 日（土） 男子 十種競技 100m     9：00 

女子 七種競技 ハードル  9：30 
男子 五種競技 走幅跳   9：00 
女子 五種競技 ハードル   9：30 

第 2 日目   5 月 29 日（日）  男子 十種競技 ハードル  9：00 
女子 七種競技 走幅跳   10：30 
男子 五種競技 走幅跳   9：00 

     10.競技上の注意事項 
❶トラック種目は、参加人員によっては、クラスの混合又は男女混合となる場合がある。  
❷フイールド種目の試技は 3 回とする。 
❸競技用具は主催者が準備したものを使用する。また持参の棒高跳びのポールは競技前、競技役員の検査
を受けて使用すること。 
棒高跳用ポールは自己搬送を原則とする。 
✦競技場備え付けの棒高跳用ポールは共用となり感染リスクが高いので原則使用不可と致します。各自持
参し検査を受けて使用すること。 
❹競技前の公式練習試技は 2 回までとし、競技役員の指示に従うこと。 

11．表彰について 
❶各クラス・種目の 1 位には賞状とメダルを、2 位・3 位には賞状を授与する。 
❷5 種競技・7 種競技・10 種競技併て男女各 1 名に優秀選手賞を授与する。 
❸各選手には参加賞および希望者には記録証明書(500 円)を発行する。 
❹大会中止の場合は参加賞(T シャツ)プログラムを各自宛に後日郵送する。 

12.健康上の留意事項・その他 
❶参加者は、コロナウイルス感染予防の観点から、日本陸上競技連盟が定めるガイダンスに従い参加前調 
書および大会終了後の調書を提出することを義務として、事前に健康診断を受けるなど、自己責任によ 
り健康管理をして参加すること。大会当日には招集時(各種目)には審判員の体温の検査を受け 37.5℃ 
以上の競技者はそれ以降のラウンドには参加できません。 

❷大会当日、主催者は傷害保険に加入する。競技中に発生した傷害事故に対しては、応急処置を行うが、 
主催者は以降の責任は一切行わない。 

      ❸万一に備え、健康保険証および既往症に対する薬手帳は持参すること。 
      ❹主催者は携行品などの紛失や損傷の責任は一切行わない。 

❺ごみの持ち帰り運動にご協力下さい。 
＊コロナウイルス感染拡大対策についてのガイダンスは別途 HP にて公開しますので熟読厳守願います。 

13.商標規制について 
  商標などの規制については「競技会における広告物および展示物に関する規定」に違反したものについ 

ては、主催者で商標シールを貼り処置する。 
14．宿泊については、自己調達し大会受付時に宿泊ホテル調査に協力願います。 
✽本大会主催者はこの大会に参加する全ての競技者の個人情報を競技運営に必要とする要件に利用する。ま
た競技者は大会プログラム・インターネットおよび映像(肖像権)に性別・年令・所属および大会成績が掲
載・転載により公開されることを了承の上、参加申し込みをすること。 

 
＊会場までの来訪については可能な限り公共交通機関を利用来場願います。 


