
２０２３年東京ランニングクラブ主催 

第４3 回春季陸上競技大会要項 
        （陸連公認コード 23 13 0305） 

 

主  催  新日本スポーツ連盟東京都連盟 

      東 京 ラ ン ニ ン グ ク ラ ブ 

協  力  公 益 財 団 法 人 東 京 陸 上 競 技 協 会  

主  管  東 京 ラ ン ニ ン グ ク ラ ブ 

 

期  日  ２０２３年４月 1 日（土） 受付開始 ８：００（予定）  競技開始 ９：３０(予定) 

会  場  都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場陸上競技場 （競技場コード：１３２０９０） 

           世田谷区駒沢公園１番１号 Tel 03-3421-6199  

       本競技会は、２０２３年度日本陸上競技連盟公認の競技会である 

競技種目  一般男子（高校生以上）の部 100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 

 4×100mR  4×400mR  走幅跳 

      中学男子の部 100m 1500m 走幅跳 

      壮年男子の部 100m 1500m 5000m  ※壮年男子は大会当日満年齢 40 歳以上 

       一般女子の部 100m 200m 800m 1500m 5000ｍ（壮年男子と混合ﾚｰｽの場合もある） 

 4×100mR 走幅跳 

      中学女子の部 100m  800m 走幅跳 

      記録会男子（非公認）の部 5000m 

    ※中学・壮年の部に該当種目がない場合(例・200ｍなど)は、一般の部の種目に出場できる 

    ※定員：全体定員５００名 定員に達した場合予告なく受付を締め切る 

 但し長距離種目の定員は、5000m は一般 40 名、壮年・女子 40 名、記録会 40 名とする 

     なお、5000ｍ以上の種目については中学生の参加はできない 

競技規則  ２０２３年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規則による 

出場資格  ２０２３年度 中学生以上の陸連登録者 ※出場は１人２種目までとする 但しリレーは除く 

      「申請中」の場合、取得でき次第陸連登録番号を事務局へ連絡のこと 

      記録会男子（非公認）の部 5000ｍについては陸連登録の必要はない       

参 加 費  一般及び壮年 １種目  ２，５００円  ２種目 ４，０００円（記録会男子の部も同様） 

      中学・高校生 １種目  １，０００円  ２種目 １，５００円 

      リレー    １チーム ５，０００円（中学・高校生チームは４，０００円） 

     ※中学・高校生が一般の部の種目に申込む場合も参加費は中学・高校生の金額である 

     ※東京ランニングクラブ会員は、下記の割引特典あり 

   一般及び壮年 １種目  ２，０００円  ２種目 ３，５００円（1 人 500 円引） 

      中学・高校生 １種目    ８００円  ２種目 １，３００円（1 人 200 円引） 

   リレー    １チーム ４，５００円（東京ＲＣ加盟チームに限る）（1 ﾁｰﾑ 500 円引） 

表  彰  各種目 第１位～第３位までの選手・チームに賞状・メダルを授与する 

      必ず当日中にとりにくること（エントリー５名以下の種目はメダルなし） 

記録発表  大型映像装置に速報を掲示するほか、大会当日会場（招集所付近）に 

また後日東京ランニングクラブのホームページにも掲載する  

 



申込方法  「東京ランニングクラブホームページ」よりエントリー画面に進み、指定のエントリーシート

にデータを入力し、エントリーシート送信専用メールに添付して送信すること 

      ランテス・スポーツエントリー等からの受付は行わない 

        東京ランニングクラブホームページ URL: http://www.t-njsf.net/tokyo-rc/ 

エントリーシート送信専用メールアドレス E-mail: 2023syunki-rikujou@t-njsf.net 

      エントリーシート到着後、自動返信メールにて仮受付メールを返信されます 

      エントリーシートに不備があった場合は代表者へ連絡します 

      参加費について 郵便振替にて送金すること 

       郵便振替口座番号：00170-6-743492   口座名：東京ＲＣ陸上大会事務局  

参加費の郵便振替控え（写しでも可）は手元に保管し競技会当日にご持参すること 

確認のために提示を求める場合もある 

郵便振替用紙またはゆうちょダイレクト通信欄に、必ず「春季陸上」と記入 

        さらに追加申込の場合は「追加」と記入 

      エントリーシートの内容に不備がなく、参加費入金確認ができ次第「エントリー受付完了メー

ル」を送信する（これをもって受付完了となる）このメールをプリントアウトし、当日競技者

受付に持参すること 

      問合せについて 電話又はＦＡＸの場合は下記にご連絡ください 

         〒114-0014 東京都北区田端 1-24-22 山柿ビル３F 

              新日本スポーツ連盟東京内 東京ランニングクラブ 

 春季陸上競技大会係 

             TEL 03-5834-8721     FAX 03-5834-8723 

      ※(注)申込後の種目変更はできない また出場キャンセルの場合の返金はしない 

      ★別紙「エントリーシート入力・送信上の注意」をよくお読みの上エントリーすること 

申込期間  ２０２３年 3 月１０日（金）17 時まで 

 

注意事項  ①申込者は健康診断を受け、体調に異常が無い事を確認してから出場すること 

そ の 他  ②競技中の事故については応急処置を行うが、その後は加入しているスポーツ傷害保険 

       の範囲内でのみ責任を負う 

      ③トラック競技の計測は全て写真判定装置を使用する 

      ④プログラム及びアスリートビブスは競技者受付にて配布する 

プログラムの追加販売は３００円、公認記録証は１部５００円でともに TIC で発行する 

④腰ナンバーカードは主催者で用意する 

      ⑤競技用靴の使用は陸連競技規則 WA 規則 TR５（テクニカルルール第５条）による 

      ⑥長距離種目は競技の進行上以下の制限タイムを設ける 

5000m：22 分（一般）・25 分（女子・壮年・記録会共）、 

上記タイムで完走できないと審判長が判断した場合は次の周回にはいれない 

      ⑦大会１週間前をめどにホームページ上にスタートリスト・競技日程表・競技者注意事項を 

掲載するので確認のこと 

      ⑧本大会に出場中の写真・記事等の報道権は全て主催者に属する 

⑨天候等による大会中止の場合の参加費の返金は行わない 

⑩18 歳未満が参加する場合は親権者、責任の取れる成年者が申込をすること 

      ⑪その他、この要項に定めない事項については大会主催者が定めた本大会規則による 
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別紙 エントリーシート入力・送信上の注意 

★エントリーシートの入力やエントリー方法のミスが大変多くなっており、正しくエント

リーできない事例が増えています。くれぐれもこの注意をよくお読みになり、また送信する

前にチェックしていただき申し込みをしてください。 

特に下線部についてはよく確認してください。 

上の表について 

・団体名 個人でも所属しているクラブ等があればご記入ください。 

・団体略称 全角 8 文字以内で記入してください。 

・代表者氏名と連絡責任者は同一人物でも構いません。 

・E-mail、電話番号は必ずご記入ください。 

・振込日は振り込みをした日または、振り込む予定の日を必ずご記入ください。 

下の表について 

・氏名については全角で入力してください。 

・フリガナについては半角カタカナで入力してください。 

・ローマ字（ヘボン式）については、姓はすべて大文字、名の頭文字は大文字、以下は小文

字で入力してください。 

・学年は中学生のみ入力してください。 

・年齢は大会当日満年齢で入力してください。 

・生年月日は 0000/00/00 で入力してください。 

→例 1950 年 10 月 20 日の場合「1950/10/20」と入力 

・所属クラブ略名についてリレーに参加する場合、同じチームで登録するメンバーは同じク

ラブ略名で入力してください。 

 基本的には上の表の団体略称と合わせてください。全角８文字以内となります。 

・区分、種目については、出場種目に合わせてください。 

→例 中学生が一般男子 200ｍに出場の場合 区分「一般男子」種目「一般 200m」を選択 

・自己記録についてはエントリーシート欄外の自己記録記入例を見て入力してください。 

 公認記録でなくてもかまいません。過去１年間での記録（ない場合は練習での記録や予想

記録）を必ず記入してください。 

・リレーについては４名以上６名以内で申し込んでください。複数チームエントリーする場

合は A,B,C…を選択し分類してください。 

・陸連登録 No.は JAAFID ではなく、陸連登録番号を入力してください。 

 東京はアルファベット（A・B など）から始まる番号です。 

 申請中の場合は、大会前日までに陸連登録番号を事務局までお知らせください。 

・下の表、右上の申込年月日の入力をしてください。 



全体の注意 

・極力追加のないように（エントリー漏れの原因となります）チーム内で集約してから申し

込んでください。やむを得ず追加をする場合は、先に申し込みをしたエントリーシートに上

書きをしてください。（種目の変更取消はできません） 

→例 先に２名エントリーしたが、もう 1 名追加して計３名で申し込む場合、先の２名は

残し３段目に入力する 

 またファイル名に「追加１回目」などと記入してください。 

・同一人物が別のチームからエントリーすることはできません。 

→例 同一人物が一般男子 100m はＡＢＣクラブからエントリーし、 

        4×100ｍリレーはＤＥＦクラブからのエントリーはできません。 

とくにリレーにエントリーしている場合はリレーリームの所属している団体からの参加に

してください。上記の例では 

 一般男子 100ｍ、４×100ｍリレーともにＤＥＦクラブからのエントリーとなります。 

 

・送信時のファイル名は「団体名 連絡責任者名」として送信してください。 

→例 団体名 東京中  連絡責任者 東京太郎 の場合、 

ファイル名は「東京中 東京太郎」となります。 

団体名がない場合は連絡責任者名だけで構いません。 

  （追加の場合は「東京中 東京太郎 追加１回目」となります） 

・かならずＥｘｃｅｌファイルのまま送信してください。 

 

わからないことは事務局までお尋ねください。 

正しくスムーズに受付業務が進むようにご協力お願いします。 


