
2017広農マスターーズ陸上競披籠
|

1.主  催   広島マスターズ陸上競技連盟

盆.後  濃   (―財〕広島陸上競技協翁

' 3。 主  讐   虚原市陸上競技協畿   広鵡マスターズ隆止競技蓮麗

4口 期  国   2017年 (尋奪虎盆9奪⇒ 10月 15圏 (日 )雨天決行

曼 付   8時   間始式  0時 00分

競技開始 10時  競技終了予定 15時
5匈 農  場   鹿原市上野総倉公園陸上競技瑕

727-爾4 塵購 懺 町304  L00 2 4CS-7量…7201

0。 畿披罐:国    トラック議撞   00m  100開   量00船   40⑮ m  SO⑤ 聞

15⑬ ⑤開   3000問
アィール 躙  走幅跳,光嵩跳,重段剛し,砲丸機,円量投,櫨投

7.競技方法   年齢クラス (3才刻)を機に番組編成を行う。 投て主轟量蝿雖上墨瞳塾Ω饉鐘饉止量盤宣量

8.競技規則   2017年 度 (―財〕国本瞳止畿厳運盟麟晨1・ (題購蜜)国本マスターズ陸上競技連合規則及ぴ

底いマスタ・―・ズ陸上競技記録会甕項による。

投でき競技の用具の使用八攀1歌の最によ為。

クラス 徹 円盤 櫨

男子

～M垣 7.260kg 2ё Okg 翻 g

M馳～M55 6.飲s 1.Skg 7∞g

M∞～M65 5.Okg

1。 Okg

60%

M蜀～M75 4。 Okg 5005

M紳～ 3。 Okg 翻 g

排

～M蝶5 4。 Okg

1.Okg

6鋤g

M弛～M轟
OB Okg 5晰

M∞鏑M聰

M75時 2。 Okg 0.75聰 靱

9。 参加資格  盆017年度 (会社)国本マスターー鋪陸上競技蓮台の量爆者とする

10D鬱加種国  ・―人の参加できる機回数|ま制限しない

11.け 加 料  (電 }1種国 礁rΩ≦□ 量 』 蝿 盪 止 選 厄 鰤 h量 赳 L_盪垂 鯉 運

_量豊旦霊豊璽墓する

(量 )一国スポ鳳ツ儘書保険料を含む

(3)受付後にな加申し鵬 の政り3麗 聯警しても―裁簸酸畿機ない

12.申込方法  所定の用紙に必纂事項を記入しも下記憶集し込む置と。

※指定の郵便振讐用紙1まな加申し込み用紙1駐なつて掛ます。

※所定の饗暉競購蓼瓢臨がない玲倉iま、郵便局に備え付けの振替用紙に

C職鰯畿名  ②魔爆番号  C性別  C窪 年月置 《画暦〕

⑤醜颯会当日の年齢  C出蟻種圏を記入のこと。

なお、名前に|まフリガナ審慇願いし棋ず。

(理 )申込期限  2017年 (平咸28)年 9月 量9圏 (宝)(J渕曹》

(量 )申込宛先  広島曝塵原市総領町稲草盆051-2
帥16広島マスターズ陸上競技醜録金実行呟覺会事務局

竃圃和博  砲L・ fax 鶴24-38-E234 機帯鸞購 00経巧7≫曖輔

(3)選奎方法  郵優振彎 (振讐轡号》 記号 翻響号 013舗弓…1∞336広島マスターズ競技違盟



13B翻 1購

16]胸曹部のナシ■ト カー ド

178記録釉への間倉せ光

滝囲和博

靱 鸞

翻鰯麗

麹幅躍Ll幅 (M帥時MS5)

醐 L2幅 (M∞…・資子)

10:∞

11:∞

12:∞

13:30

090-4578P4238

000・9067-9629

渡多伸樹  斡卜5098-5779

本朦二部  00併38874722

麓嵩駆L

三翻 L

14。 記録証  競技者に露録量を発行し%成機を競技場玄闇に掲摯する。讚た機園HPに掲載する。

15.留意事項  (1)参加者は事前に健康診断を受|するなどbで、自己の健康に十分留意すること

(2)競技中の場書等について|ま、主催暗lよ救急処置を行うが、以後の費佃ま聞わない。

(3)主催讐はな加者に対してスポーツ傷軸 に加入するが、参加者は健康保険証を持参する。

なお競技申に発生した儘警等|よ、発生直後に本人が大会本部に申し出る。

後目の申告については受け付けない。

(4)参加者|ま競技規則及がでナー審順守し、お互しЧ進気持ち農しヽ大会になるように努める。

(3)ゴ ミは各自で持ち灘豊こと。(「来た時よりも羹轟盤h

各自の量鍮ナレ=な力中 ドと資寵ピンを鶴なし%朧 剛こ燎用機て饉披に鑢省。

18コ ン約事項

19。 役量依頼

瓢lよ、自己の健康管理に十分注意を担い、大奎襲項及ぴ注意亭項を藤守して、競技に臨みます。

万―競技申に発生した儒讐等については、応亀処置を除き、自己壼儘で処理する事をけ約機棋す。

さらに競技申の身体の規費により、審判長が競技中断の指示を出した%合はも私|よこれを受け入れます。

このこ産についでIま、家族も同慧してい輩ず。

輻 に参加されない広轟マスター式会見の方で、競技運営等のお手伝いを機てい亀だける方は、上

記甕行嚢量量へ「大会役量Jと して参加する雪の連絡をください。

後圏、出行甕員会から競技役量の箋嘱ハガキ奎送ガ意す。

昼宝・旅賛Iま主催者ガ準備し議す。

ど脇力よろしく栂願いします。

10:∞  砲丸投1組 〔～M55・ 女子)

問盤投 1組 (M∞～ )
11:∞  砲丸投2組 (M∞～ )

円盤投2組 〔～M轟・女子)

12:∞  槽 投 1縄 (～ M55・ 女子)

18:∞  櫨 投 2報 (M∞～ }

10:∞  3000m
10:囀   100m
ll:4Ю   800船

12:∞  60m
13:遍Ю  40③陶

13:囀   1500鶴
14:10  200m
※Ⅲ資ぱ馘獣タイニポテーリ町じ・スター トリスト朧 慶げマスターズH Pi二、10月 11国 (水)ご竜縛霧瞳野予奪還

トラック 投てき

午

前

午

後



1.本大会腱 017年度 (―財)圏本陸上競技運盟規則・ (会社]日本マスターズ磯上競技連含規則、重がに

本緋城曜齢置により、翻 る。

2.招無について

1)競技に出場する者lま櫂集完了時刻までに、招禦所で次のllkで平続きを行うこと。

C魔蠅 国のスタ中トリスト 鯛集所に提承)に鐵 されている自分のレーン・轍 頃を○囲みする。

② トラック競技Iまご競技者係から F腰篠騨麹 (右腰に付謄)を受け取る。

なお 15∞鶴と3000mで |まも主催者の準備した「胸ナンパーカードJ(1麟郭にイ響畿)も俳せて受け取る。

フィールド雛 Iま、Cの手続きのキでよい。

③季続きを経えた競技者は、                     =士 艶慮金_運ェ
=豊

ぽ饉越饉競

械麟腱減0分前までに:ま競技場所へ、移笏鶴、トラック競技では出発係の最終点呼を受けスタートに備え、

フィールド競技で1癬機 の最終点呼機 |す公式練響 (2国)を行う。

2)摺纂時間

トラック競技は、競技開始の30分前から羅集を開始し%量 0分前に完了する。

アィF「―ルド轍 Iま、競技開始の40分前から摺集を開始し%00分前に完了する。

時間内に擢集垂鐘審豊重ねないと、量饉金の鬱鰹はできない。

なお2種園以上を同時に兼れて農場する場合は、上記に関わらず競技開始9^0分前か亀も行つことポできる。

3)習鰤   競撥鰻瞬藝覇―lナー付近に競技暗揺集語を設ける

3.雛 用員について

1)競技用具lま主催者が用量したものを使用する。亀だし個人所有の用具 (砲丸・円盤饉やり)を使用する鰈含Iま、

号の機餃開始時間の 1時間前に、審判量の検定を受け承認を得為鬱

2)スパイクピンは、 トラック競撞|ま食天候躙7鵠m以下、アィール機 は同9間船以下の平行ピンとする。

4.スターート含図は、馳鸞 Lur ttrksけン

『

 マーク鋤J職置について),FS就 絶ット)J(用鸞 を用いる

3。 ヨ屡罰巨スタートについてlま、1回園J〕澤響|よ量≧量にわ告する。それ以降の写正ス修― 卜1ま弯ド♂亀てヴ範窃静と弓ド鶴。

0.趨幅誂 。三設厨ヒ・推てき競技の轍 |ま 4国とす儡。

7.走嵩跳のJいの上げ下げ|ま、審判量の指示て行う。

0`練習!ま、審判量の指示に従うこと。原allと して競技申lま本競技鰈外を使用すること。

0。 麟披籠魏について

1)各種図 (各クラス篠)の記録lよ、年令クラスAllのマスターズ公認識録とする。

2)撥圃曜dOm/戦を超える記録は参考記録として撮い会籠記録となゐない。

筵疇剛卜三翻 駆よ、一番良L曙己響諭i進風参考の場合に1よ、次に良い公誡記録があれ|ば、二つな併せて国本マス

ターズ睦虚競技違盟に提出する。

3)各種属の成績は競技場玄闇に掲示するとをもに、記録甑警兆行する。

10。 競技番|よ、胸曹部に必ずナン鬱移 力姜ドを付鸞する。

1)各自働手元にある豊爆ナ参t仄カードと資盆ピン3本書持参する。

2)トラック欝詳寅では毎躍騨翻鞠 (主催警準備)描 雇副酵同罐蒙夕る。

3)15∞m,3000船では、量)に加え、主催者の準騰したpll『胸ナン∫ト カード」を付鸞する。

4)超高測樹よ、胸部またIま曹部のどちらかでもよしヽ。

11.競技申の動 について

1)競技申l戦発生した時は、本部の医務員へ急報し応慾処置を受ける通な。

2)主催者は応亀処置をするが、以後lよ―切賣儀を負わないので、各自で十分注障をする。

3)ス粋 ツ傷癌諦餞鰯肝孵購き上、負艤鍵銃燿欝鉤弛生時l竜大会本部に申し出る。(後国の申告iま受け付|ナない)

12。 ゴミ|ょ各自萱整皇帰ること0ぱ塞た時よりも飩輪餓


