
1 主 催 一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

2 共 催

3 後 援

4 主 管
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6 オフィシャルパートナー

7 オフィシャルスポンサー
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10 協 力 徳島文理大学

11 期 日 平成30年9月1日（土）・2日（日）

12 会 場

〒761-0112　　香川県高松市屋島中町374-1

株式会社明治

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会（予定）

高松市屋島競技場（屋島レクザムフィールド）

大会協賛

株式会社　デンソーセールス四国支社　さぬき麺業株式会社　四電ビジネス株式会社　　

株式会社四電技術コンサルタント　四電エンジニアリング株式会社　株式会社 STＮｅｔ　　

四電エナジーサービス株式会社　三菱電機株式会社　香川日産自動車株式会社　　

株式会社三祥　株式会社松本光春商店 学校法人 穴吹学園 ※順不同

一般社団法人香川県建設業協会　株式会社アムロン　株式会社 フソウ　株式会社 四電工　　　

株式会社レクザム　株式会社 日鋼サッシュ製作所　ネッツトヨタ高松株式会社　　

株式会社 ヘンミ　高松帝酸 株式会社　アオイ電子株式会社　株式会社ヒューテック　　　

日本航空株式会社　マット株式会社　伊藤超短波株式会社　豊島株式会社

ＥＳ株式会社 　株式会社グロップサンセリテ　東亜道路工業株式会社

　WPA公認　第29回日本パラ陸上競技選手権大会　開催要項

オフィシャルサポーター

株式会社グロリア ツアーズ　一般社団法人カンパラプレス　長谷川体育施設株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社　株式会社セレスポ　株式会社城山

富士通株式会社　株式会社ＡＯＫＩホールディングス　株式会社クレーマージャパン

株式会社富士通エフサス　　※順不同

石丸製麺株式会社　医療法人財団 　博仁会キナシ大林病院　香川トヨペット株式会社　　

香川陸上競技協会

第２９回日本パラ陸上競技選手権大会実行委員会（香川県　香川県教育委員会　高松市　高

松市教育委員会　香川パラ陸上競技協会　香川陸上競技協会　香川県障害者スポーツ協会

香川県障がい者スポーツ指導者協議会　高松市陸上競技協会　かがわ総合リハビリテーショ

ン事業団　中国四国パラ陸上競技協会）

オフィシャルトップパートナー



13 実 施 種 目

※1500mにおいては、予選実施時は 1日（土）に予選、2日（日）に決勝 を行なう。

14 参 加 資 格

15 参 加 料 個人種目については、１人１種目につき 2,000円 とする。

※納入された参加料は、主催者の責による事由で大会を中止した以外、原則返金しない。

　株式会社ゆうちょ銀行　口座名義 ： シャ）ニホンパラリクジョウキョウギレンメイ

【参加料振込先】

※参加料は、下記振込先へ振り込むこと。

9月1日（土）200m / 800m /（1500m予選）/ 5000m / 走幅跳 / 砲丸投 / やり投 /ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾘﾚｰ

9月2日（日）100m / 400m / 1500m（決勝）/ 10000m / 走高跳 / 三段跳 / 円盤投 /こん棒投

（２）平成30年度日本知的障がい者陸上競技連盟登記・登録者で、IPC Athletics ライセン

ス登録者で、日本知的障がい者陸上競技連盟からの推薦選手（個人での大会参加申込みは受

け付けない）

別紙「実施種目一覧表」による。なお、クラス20については、現時点での東京2020 パラ

リンピック大会での実施予定種目（400m、1500m、走幅跳、砲丸投）のみとする。

　※リレーについては、本連盟強化委員会が指定するメンバー構成でのみ競技を実施する。

※トラック種目ではエントリー数により予選を実施する場合があり、競技運営上、予選ラウ

ンドと決勝ラウンドの時間が短くなる場合がある。また、複数種目に出場する場合は、競技

時間が重なる場合もある。

（１）平成30年度一般社団法人日本パラ陸上競技連盟登記・登録者

　①郵便局から郵便局へ振り込む場合 ：〔記号〕14080　〔口座番号〕55778591

　②郵便局以外の金融機関から振り込む場合 ：〔店名〕 四〇八（読み　ヨンゼロハチ）

　　〔店番〕 408　〔貯金種目〕 普通預金　〔口座番号〕 5577859



16 申 込 方 法 （１）下記のいずれかの方法で申し込むこと。

アドレス：29thnihonpara-exentry@jaaf.net

※ExcelファイルはPDF等に加工せずそのまま送信ください。

　

◆送付先

〒102-0071

東京都千代田区富士見1-11-12アーバンコート1F

マット株式会社 第29回日本パラ申込係

FAX：03-3261-5445

※申し込み時に参加料の納入が確認できない場合は、申し込みを受け付けない。

（３）誓約書をご確認ご署名いただき以下の宛先に原本もくしはPDF形式で送付ください。

　　　PDFでの提出先：29thnihonpara-exentry@jaaf.net

        郵送での提出先

◆送付先

〒102-0071

東京都千代田区富士見1-11-12アーバンコート1F

マット株式会社 第29回日本パラ申込係

　　ⅲ郵送によるエントリー

日本パラ陸上競技連盟HPより申込書式をダウンロードし、必要事項を記入の

上、以下の住所まで郵送ください。

　　ⅳFAXによるエントリー

　　ⅰ申込書の送信（Excelファイル）

　　申込方法以下の手順で申込を行うこと。

日本パラ陸上競技連盟HPより【第29回日本パラ陸上競技選手権大会】の申込書

式をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、以下のアドレスにこの申込書を添

付してメールを送信する。

　　ⅱフォームによるエントリー

日本パラ陸上競技連盟HPより【第29回日本パラ陸上競技選手権大会web申込エ

ントリーフォーム】から必要事項を記入の上送信します。

（４）申込完了者には、参加資格の審査後、参加決定通知を郵送する。（8月中旬発送予

定）

日本パラ陸上競技連盟HPより申込書式をダウンロードし、必要事項を記入の

上、以下の番号まで郵送ください。

　　ⅴ返信メールの受信（申込方法ⅰの方法のみ）

申込書を添付したメールを送信すると、直ちに受信したことを知らせる返信メー

ルを送信する（ただし同じアドレスには１回のみ返信メールを送信する。）。

＊返信メールが届かない場合は、下記に問い合わせること

アドレス：japan-jimukyoku1@jaafd.org
（２）申込締切日は、7月27日（金）必着とする。なお、申込締切後の種目変更は受け付け

ない。

※T11・F11クラスの競技者は、必ずガイドランナー、アシスタント（コーラー、エスコー

ト）の氏名を申込書に明記すること。T12・F12クラスの競技者は、必要に応じて明記する

こと。なお、ガイドランナー等は、各自で確保すること。

mailto:29thnihonpara-exentry@jaaf.net


17 表 彰

18 欠 場 届

19 クラス分け

20 ドーピング検査 （以下、JADAからの注意喚起文による）

（１）申込締切後から大会前日までに欠場が明らかになった場合は、欠場届に必要事項を記

載のうえ、大会事務局に提出すること。

全員に記録証を発行する。

男女別種目別の優勝者には選手権章を授与する(表彰式は行わない）。

・日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人

日本アンチ･ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認する

こと。

（２）大会当日に欠場する場合は、出場する競技の開始２時間前までに大会総務に欠場届を

提出すること。

・本大会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程にしたが

い、ドーピング・コントロール手続の対象となることに同意したものとみなす。

※最初の出場種目を届けなく欠場した者は、それ以降の出場種目も欠場したものと見なす。

・本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わ

ず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情に

よりドーピング検査手続を完了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則

違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アン

チ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。

・競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運

動終了後２時間の安静が必要となるので留意すること。

・本大会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会であ

　本大会では肢体障がいの国内クラス分けを実施する。WPA国際クラス分け及びJPA国内ク

ラス分けを受けた事のない選手、及び国内クラス分けステイタスReviewの選手で、本連盟

クラス分け運営委員会から事前に指示された選手は、国内クラス分けを受けなくてはならな

い。

実施日、会場は以下の通り

　＜肢体障がい＞ 会場：高松市屋島競技場（屋島レクザムフィールド）

　　　　　　　　　8月31日（金）9:00（予定）～ 身体機能評価・技術評価

　　　　　　　　　9月1日（土）～2日（日） 競技観察

　国内クラス分けの実施方法ならびに準備物等については、JPAホームページのクラス分け

運営委員会のページにて十分確認すること。

　「JPAクラス分け診断書」は、JPAホームページ内のクラス分け運営委員会のページから

ダウンロード可能（https://jaafd.org/）。「クラス分け自己申告書」については、該当選

手に別途送付する。 各選手の国内クラス分け実施時間については、申し込み締め切り後に

該当選手に別途通知する。 クラス分けに関する問い合わせについては、下記までメールを

ください。

　　 JPAクラス分け運営委員会 mailto:jpa.classification@gmail.com

・18歳未満の者については、ドーピング検査を含むドーピング・コントロール手続に対す

る親権者からの同意書を所属競技団体へ別途提出しているもののみエントリーできる（同意

書は日本パラ陸上競技連盟のホームページ ≪医事委員会≫ からダウンロードすることができ

る）。



21 個人情報の取り扱いについて

22 傷害保険への加入について

23 そ の 他

　　〒761-0112　香川県高松市屋島中町374－1

24 問い合わせ

　　E-mail　japan-jimukyoku1@jaafd.org

　　9月1日（土）　　9時15分～9時30分

室内競技場及び補助競技場（レーサーは指定された駐車場の一部を使用）

（３）本競技会の成績は、国際大会派遣等に伴う選手の推薦資料の一部とする。

　　日本パラ陸上競技選手権大会事務局　　担当：吉村・角正

本競技会についての問い合わせは、下記のとおりとする。

　　　高松市屋島競技場　事務局気付

※送付について、到着日を8月30日（木）と指定し、17時までに必着で手配すること。な

お、「日本パラ陸上競技選手権大会出場」と明記すること。

　　8月31日（金）13時～16時30分　高松市屋島競技場内

　　9月1日（土）・2日（日）9時～　高松市屋島競技場内

高松市屋島競技場及び室内競技場

※送付した車椅子等は、各自で取りに来ること。なお、故障・破損等については一切責任を

負わない。また、未到着の荷物確認等は、各自が依頼した宅配業者と連絡を取ること。

　　8月31日（金）13時～16時30分

　　9月1日（土）、9月2日（日）　9時～競技終了時刻まで

（６）練習及びウォームアップの時間、場所は下記のとおりとする。

（５）選手受付は、下記のとおりとする。

（７）開会式

高松市屋島競技場（屋島レクザムフィールド）

（４）競技用車椅子等の送付先

（４）その他、主催団体及び主催者の許諾を受けた企業が写真撮影等によって撮影された写

真等が販売される場合がある。

主催者において、傷害保険に一括加入する。大会では応急処置しかできないので、参加に当

たっては医師の診断を受けるなど、自己の責任において健康と安全に十分留意すること。

（２）IPC Athletics ライセンス登録及び国際クラス分けが終了している選手は、そのクラ

スで行った競技の記録がIPC公認記録となる。

（１）本競技会は、World Para Athletics公認大会として実施する。

（３）本連盟によって撮影された映像が、中継、録画放送及びインターネットによって配信

される場合がある。また、ＤＶＤ等に編集され、配布される場合がある。

（２）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、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、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。

（１）主催者は、個人情報の保護に関する法令及び関連法令等を順守し個人情報を取扱う。

なお、取得した個人情報は、大会出場の資格審査、大会プログラム編成及び作成、記録発

表、公式ホームページ及び公式フェイスブックその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等

に使用する。


