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第６９回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会要項（第２版） 

（英文大会名：ALL JAPAN INTER-CORPORATE TRACK&FIELD CHAMPIONSHIPS） 

注意：① 当大会要項は 2021.9.13 現在での決定事項であり、これ以降に訂正が発生した場合は当大会ホ

ームページに変更後の大会要項を再掲載する。 

② 新型コロナウイルス感染症の影響で、競技運営および安全確保に支障をきたす不可抗力事態が

発生した場合や発生する恐れがある場合は必要に応じて大会中止とする。中止となる場合は、当

大会ページ等で告知する。 

③本大会参加者は別途定められた、「全日本実業団対抗陸上選手権大会開催に向けたガイドライン

（以下：ガイドライン）」に従い行動すること。大会主催者は、大会前や当日に発熱や体調不良が

確認された場合、該当競技者の出場を認めない場合がある（詳細はガイドラインに記載）。 

※ガイドラインは、当大会ホームページ参照 

 

◆主  催 日本実業団陸上競技連合 大阪市 

◆主  管 大阪陸上競技協会 

◆共  催 毎日新聞社 

◆後  援 日本陸上競技連盟 大阪府 大阪府教育委員会 

 大阪市教育委員会 わくわくパーククリエイト株式会社 

◆運営協力 関西実業団陸上競技連盟 

◆協  力 株式会社ＴＢＳテレビ  

◆協  賛 ミズノ株式会社 株式会社セレスポ 

 

1.期  日 2021 年 9月 24 日（金）～9月 26 日（日） 

      (1) 9 月 24 日（金） 競技開始 16時 00 分 

      (2) 9 月 25 日（土） 競技開始 10時 45 分 

      (3) 9 月 26 日（日） 競技開始   9 時 30分 

 

2.会  場  ヤンマースタジアム長居、ヤンマーフィールド長居 

      〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園 1-1 ℡(06)6691-2500 

 

3.種 目 合計 44 種目 

      (1) 一般 競技（男子）21種目 （女子）20 種目 

      (2) 競技(J)（男子）  2 種目  （女子） 1 種目 

 

第 1 日目 （男子）100ｍ(予備予選)､走幅跳(予)､Ｊ1500ｍ 

（9/24） （女子）1500ｍ､10000ｍ､Ｊ3000ｍ 

       第 2日目 （男子）100ｍ､400ｍ､1500ｍ､10000ｍ､3000ｍSC､5000ｍW､4×100ｍR､ 

       （9/25）     走幅跳､棒高跳､円盤投､ハンマー投 

（女子）100ｍ､400ｍ､3000ｍSC､5000ｍW､4×100ｍR､走幅跳､ 

    棒高跳､砲丸投､やり投 

       第 3日目 （男子）200ｍ､800ｍ､5000ｍ､110ｍH､400ｍH､4×400ｍR､走高跳､三段跳､ 

       （9/26）     砲丸投､やり投､Ｊ5000ｍ 

            （女子）200ｍ､800ｍ､5000ｍ､100ｍH､400ｍH､走高跳､三段跳､円盤投､ 

ハンマー投 

      (注)① 日程に変更がある場合は、当大会ホームページに掲載する。 

② 男女共、800m、1500m、5000m、10000m、4×100mR、男子 4×400mR、女子 J3000m は

タイムレースとし、他のトラック競技は原則として予選を行なう。 

        ③ 男子 J1500m､J5000m、女子 J3000m はオープン競技とする。 

        ④ ジュニア（J）は 2001 年 4月 2 日以降に生まれた者。 

⑤ 男子 100ｍについては、予備予選を行う（9/24）。〈予備予選→予選→決勝〉 

  予備予選の対象者：Ａ・Ｂ参加標準記録突破の競技者 

※Ｓ標準記録突破者は 9/25 の予選から参加 

男子走幅跳においては、参加人数により予選ラウンドを行う。 

  ※Ｓ標準記録突破者は決勝から参加（東京五輪招待選手含む） 

【参照】：19.男子 100ｍ予備予選、男子走幅跳の予選ラウンドについて 
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4.参加資格 2021 年度日本実業団陸上競技連合の登録者で、下記(1)～(3)のいずれかに該当する者。 

      (1) 第 68 回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の優勝者。 

        但し、その種目に限る(参加料は無料)。 

      (2)【別添参照】「第 69 回全日本実業団選手権 参加標準記録一覧」の各標準記録突破者 

       ①区分：Ｓ/Ａ/Ｂ参加標準記録 ※Ｓ参加標準記録新規追加 

②有効期間：種目や区分によって異なる 

③その他注意事項：一部の種目で申込制限をかける可能性があること 

地域選手権の欠場理由 3大会について 

※ 標準記録到達により参加資格を得た者は、エントリー完了後、直ちに「記録証明書も

しくは出場競技会リザルト」を所属の地域連盟へ提出すること。 

また、特別の事由（身体の故障等）により各地域選手権に出場できなかった者が本大 

会に参加を希望する場合は、「理由書」とＡ標準記録以上の「記録証明書等」を添え

て所属の地域連盟に申請し審査を受けること。 

       (3）連合強化委員会が推薦し本大会実行委員会が承認する競技者。 

(4) 参加単位は、会社、工場、官公庁、商店等の事業所単位またはクラブチーム単位、個

人登録単位とする。 

①自衛隊は師団別、自衛隊体育学校は登録地域連盟別とする。 

②警察は都道府県別とし、教職員は学校別とする。 

(5) 参加者の着用するユニフォームのチーム名・スポンサーロゴ等は、日本陸連の定める規

格を遵守すること。 

また、リレー競走においては、チームの出場者は同一のユニフォームを着用すること。 

（6）外国人競技者は、前年度以前に労働契約を締結した日以降、日本国内に滞在した日

数が延べ累計 120 日以上（前年度が初年度の場合は 180日以上、移籍後も同様）で

あり、連盟に登録申請した日から 6か月経過していなければならない。 

但し、前年度に前項に規定する日数以上の日本国内での滞在実績がある外国人競技

者は、新年度の 9月末日までに開催される実業団所管の競技会に出場することがで

きる。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、渡航制限された事情を考慮し、日本国

内滞在日数制限を今回は撤廃する。 

また今年度、学校教育法第 1条に定める学校を卒業し引き続き採用された競技者に

ついては日数による制限はしない。 
  (7) 男女 5000ｍ、10000ｍは、各チーム 1名の補欠を認める。但し、補欠は参加資格      

を有する者に限る。なお、補欠の申込はＷＥＢエントリーでの種目＝5000m(補欠)、

10000m(補欠)にて行うこと。補欠との交代申請は、9月 21日（火）17時（必着）まで

に所属の地域連盟事務局に定型書面にて提出すること。また、9 月 21 日（火）17 時

以降、9 月 24 日（金）12 時までに交代申請を行う場合は、下記のアドレスに送付す

ること。 

交代申請アドレス：jita2@n07.itscom.net 
 

5.参加制限    (1) 1 人の参加し得る種目は、リレーを除き 3種目までとする。 

(2) 1 種目の出場は 1チーム 3名以内とする。但しジュニア種目はその限りではない。 

なお、リレーは 6名連記以内とする。 

(3) 外国人競技者は１チーム 2名以内とする。 
 

6.参 加 料 １種目１名 3,000 円、リレーは１チーム 5,000 円とする。 

      ※参加料は、いかなる場合も返金はしない（新型コロナウイルス感染拡大の影響等により 

大会中止となった場合も含む） 

 

7.得点･表彰 当大会は企業チーム登録者および実業団名にて登録している個人登録者が対象の対抗戦

であるため、クラブチーム登録者の対抗得点は対象外とする。 

      クラブチーム登録者が 8位以内に入賞した場合は、その順位の得点は付与しない（繰り上

げなし）。但し、順位による個人表彰は対象とする。 

(1) 入賞得点は下表のとおりとする。 

優勝 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

９ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

(2) 大会新記録以上を更新した者には、順位得点以外に次のボーナス得点を与える。 

日本新 日本ﾀｲ 大会新 

１０ ５ ２ 
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※ボーナス得点の取り扱いは次のとおりとする 

         ①日本新記録・日本タイ記録は、直近まで行われた大会での記録を上回った場合 

         ②大会新記録は、前回大会までの大会記録を上回った場合 

         ③複数名①、②を満たした場合も、すべてボーナス得点対象とする 

         ④予選での記録も対象とする、但し同一選手の決勝分と併せて得点の重複はなし 

         ⑤ボーナス得点の重複はなし（日本新記録と大会新記録の場合は 10点加点のみ） 

(3) 外国人競技者には入賞得点を与えるが、ボーナス得点は対象外とする。大会記録を更

新した場合の取り扱いは、大会参考外国人記録として認定する。 

(4) 団体総合優勝には、日本実業団陸上競技連合優勝旗を授与する。 

男子総合優勝には男子優勝杯を、女子総合優勝には女子優勝杯を授与する。 

※26 日（日）の競技終了後に授与し、別途実業団 of the year 表彰式でも表彰する 

(5) 各種目の優勝者には選手権賞を授与する。 

各種目の第 3位までに賞状及び褒賞を与える。 

(6) 優秀選手及び敢闘選手を選考し表彰する。※別途実業団 of the year 表彰式でも表彰 

(7) オープン種目も第 3位まで表彰する。但し、入賞得点は与えない。 

(8) 団体総合及び男女別総合得点第 6位までのチームに賞状を授与し、後日送付する。 

(9) 特別表彰として、通算 10回出場者を表彰する。 
該当者は、実業団連合ホームページより申請書をダウンロードし必要事項を記載の上、

エントリー終了後、直ちに所属の地域連盟事務局へ E-mail にて申請すること。 
      ※各表彰の有無・方法等が変更になる場合があるため、ホームページに添付の「ガイドラ

イン」、「競技注意事項」を参照のこと 
 

8.代表選手選考 実業団連合海外派遣及び連合合宿の候補選手の選考対象とする。 

 

9.申込方法 (1) 以下に記載する所属地域連盟エントリーURL より WEB エントリーを行うこと。 

                エントリー期間は、2021 年 7月 1 日(木)9 時より 8月 10 日(火)18時までとする。 

<エントリーURL > 

【東日本】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/254 

【中 部】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/255 

【北 陸】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/257 

【関 西】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/258 

【中 国】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/259 

【九 州】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/260 

※WEB エントリーは、下記の実業団連合ホームページからも可能 

【連 合】http://www.jita-trackfield.jp/schedule/ 

 (2) 参加料については、エントリー申込み後、速やかに次項に記載する所属地域連盟   

の指定口座に振り込むこと。 

 (3) その他提出が必要な書類については、実業団連合ホームページに掲載する。 
 
 
10.最終エントリーについて（出場意思確認：以下一次招集とする；全種目対象） ※招集所：二次招集 

(1) 当大会は、トラック種目の予選及びタイムレース決勝を対象に、欠場者を除いた競  

技者にて番組編成を行う事により組編成の公平性等を保つ為、競技種目開始前に最  

終エントリー（一次招集）を実施する。 

(2) 最終エントリーの確認手順については、当大会ホームページ参照。（競技注意事項

にも掲載） 

(3) 確定した番組編成は、当大会ホームページ（速報サイト）に掲載する。 

(4) 最終エントリー提出後に欠場する者は、本大会規定の欠場届けを競技注意事項に記  

載の通りにて提出すること。 

※「欠場届」の提出なく欠場した場合、次年度の本大会に出場を認めない処置を講じる

ことがある 

 

11. 参加料振込先及び提出書類送付先  
 
 （東日本） 三井住友銀行 人形町支店 普通預金口座 0908198 

       東日本実業団陸上競技連盟 事務局長 佐久間
さ く ま

 幸
ゆき

宏
ひろ

（℡:03-3861-6116） 

       〒101-0032 千代田区岩本町 2-10-2 神田ウサミビル 601 号 

E-mail: hnj_2016@yahoo.co.jp 
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 （中 部） 三菱 UFJ 銀行 刈谷支店 普通預金口座 0581583 

       中部実業団陸上競技連盟 事務局長  三浦
み う ら

 希代子
き よ こ

（℡:0566-55-4352） 

       〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町 2丁目 1番地 ㈱豊田自動織機ウェルサポート 

イベント部内 

       E-mail: madoka.tsukasaki@chubu-renmei.com 
 

 （北 陸） 福井銀行 さくら通り支店 普通預金口座 6176182 

       北陸実業団陸上競技連盟 事務局長 岩
いわ

腰
こし

 宏樹
ひ ろ き

（℡:0776-97-6690） 

       〒919-0477 福井県坂井市春江町田端 2-29-1 株式会社ユティック 

       E-mail: iwakoshi@mx6.fctv.ne.jp 
 

（関 西） 阿波銀行 鳴門支店 普通預金口座 1467050 

      関西実業団陸上競技連盟 事務局長 仲田
な か た

 雅
まさ

秀
ひで

（℡:088-624-7910） 

       〒772-8601 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原 115 ㈱大塚製薬工場 

       E-mail: Nakata.Masahide@otsuka.jp 

 （中 国） 中国労働金庫 広島西支店 普通預金口座 7157930 

       中国実業団陸上競技連盟  事務局長 泉
いずみ

 義
よし

隆
たか

（℡:082-291-7432） 

       〒730-0855 広島県広島市中区小網町 6-12 株式会社中電工人事労務部内 

       E-mail: chujitsu2020@jita-trackfield.jp 
 

 （九 州） 西日本シティ銀行 戸畑支店 普通預金口座 1268644 

       九州実業団陸上競技連盟 事務局長  松本
まつもと

 忠
ただし

（℡: 093-883-8155） 

       〒806-0002 北九州市八幡西区東浜 6－12 黒崎播磨研修センター2Ｆ 
       E-mail:  k-rikujo@syd.odn.ne.jp 

 

12. 監督会議  2021 年 9 月 24 日（金）14 時 30 分 

※詳細はホームページに添付する「ガイドライン」を参照のこと 
 

 
13.本部宿舎  ハートンホテル心斎橋 

       〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋 1-5-24 ℡(06)6251-3711 

 

14.ドーピング検査について 

(1) ドーピングコントロールテスト 

ワールドアスレティックスアンチ・ドーピング規則および規程、もしくは日本アン

チ・ドーピング規程に基づいて行われる。 

尚、本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液 （或いは両方） の

採取が行われる。該当者は指示に従って検査を受けること。日本陸上競技連盟に登

録していない競技者も同様に従うこと。 

尚、競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必

要となる。顔写真のついた学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポー

トコピーなどを持参すること。 

(2) ＴＵＥ申請 

禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得

ない競技者は“治療使用特例（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細につい

ては、日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ

（http://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は日本アンチ・ドーピン

グ機構ホームページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。 

 

15.注意事項 (1) 競技は2021年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項により実施す

る。 

       (2) 使用器具については、競技場備え付けの器具を使用する。 

          但し、投てき用器具及びポールについては、検定を受けて使用することができる。 

(3) エントリー後の欠場については、欠場届けの提出手順が確定次第、当大会ホームペ

ージに掲載する。 

(4) 男女 5000ｍ競歩の競技者は男子 23分、女子 27 分を過ぎて新たな周回に入ることは

できない。 

（5）駐車場については確保がないため、原則公共交通機関で来場すること。 
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16.ポール、やりについて 

 (1) ポール、やりの送付先 

 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園 1-1 ℡(06)6691-2500 

              ヤンマースタジアム長居   

       (2) ポール、やりの輸送  

         ※ポール、やりの宅配便輸送については、実業団連合ホームページの「ポール/やりの

配送に関して」にて、別途案内する。 

 

17. 練習会場の使用時間・日程 

各種目の練習時間等の詳細は、ホームページに添付の「競技注意事項」を参照のこと 
 

18.宿泊申込  別途「宿泊要項」により斡旋する。 

 

19.男子 100ｍの予備予選、男子走幅跳の予選ラウンドについて 

男子 100ｍは予備予選、男子走幅跳においては予選ラウンドを実施するため、通過条件を以下

のとおりとする。 
種目 通過条件 

男子１００ｍ 

①予備予選はタイムレース 

②上位Ｘ名が予選へ進出 

③Ｘ＝（予選２４名‐Ｓ標準記録参加者数） 

※予備予選２時間前までの欠場届を集約（Ｓ標準参加者含む） 

男子走幅跳 

①予選ラウンドの試技は３回 

②上位Ｙ名が決勝へ進出 

③Ｙ＝（決勝１２名‐Ｓ標準記録参加者数） 

※予選ラウンド２時間前までの欠場届を集約（Ｓ標準参加者含む） 

 

20. そ の 他 主催者は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を遵守し個人情報を取り扱う。

尚、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成および作成、記録発表、公

式ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。 
大会の映像・写真・記事・個人記録などは、主催者及び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、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、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。 
大会の映像は、主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上にお

いて画像や動画を配信することを含む）を禁止する。 
 

       新型コロナウイルス感染拡大防止するため、参加者は健康状況の事前報告を行う（詳細

はガイドライン参照）。提出いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保

管し、健康状態の把握、来場の可否の判断および必要なご連絡のためのみに利用する。

また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き本人の同意を得ず第三者

に提供しない。但し、大会会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場

合に必要な範囲で保健所等に提供することがある。 


