
「スポーツ庁委託事業 Special プロジェクト 2020」 

特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 

 

2021 全国ダウン症アスリート陸上競技記録会要項(改正版 10/11) 

 

１ 目  的  国内のダウン症競技者を対象とした陸上競技記録会を開催することで、国内スポー

ツ関係者並びに陸上競技関係者に対し、障がい者スポーツへの理解と関心を高める

とともに陸上競技の幅広い普及を図ることを目的とする。  

 

２ 主  催  特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 http://www.jidaf.org/  

 

３ 共  催  宮崎マスターズ陸上競技連盟 

 

４ 後  援  全国特別支援学校校長会 公益財団法人日本ダウン症協会  

宮崎県 宮崎県教育委員会 宮崎県特別支援学校校長会  

宮崎県障がい者スポーツ協会 宮崎県障がい者スポーツ指導者協議会   

 

５ 主  管  一般財団法人宮崎陸上競技協会 http://www.miyariku.org/ 

 

６ 期  日  ①公式の部 ②チャレンジの部 

2021 年 10 月 24 日（日） 受付 午前 9 時 00 分～ 

         ※競技は宮崎マスターズ陸上競技大会の競技日程の中で実施する。 

        ③オンラインの部 

          2021 年 11 月 27 日（土）迄にメール送信完了の記録を受け付ける。  

         

７ 場  所  ①公式の部 ②チャレンジの部 

ひなた宮崎県総合運動公園 ひなた陸上競技場 ※投てきは投てき場にて実施 

         〒889-2151 宮崎県宮崎市大字熊野 (最寄駅 JR 日南線 運動公園前)           

        ③オンラインの部 

         地元の学校、近隣の競技場 

 

８ 参加資格  ①公式の部 

特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟登録者（診断書も同時に提出） 

        ②チャレンジの部 診断書（様式２）が提出できる者 

③オンラインの部 医師による運動制限がない者 

 

９ 競技種目  ①公式の部 

小学生、中学生、高校生、一般別並びに男女別に実施する。 

         100ｍ 200ｍ 400ｍ 走幅跳 やり投(男子 800ｇ 女子 600ｇ) 

        ②チャレンジの部  60ｍ ジャべリックスロー 

        ③オンラインの部  50ｍ 立幅跳 ソフトボール投  

 

10 競技規則  ①公式の部 ②チャレンジの部 

2021 年度日本陸上競技連盟競技規則による。  

2021 年度全国障害者スポーツ大会競技規則を参考にする。 

        ③オンラインの部   

50ｍ     立幅跳   ソフトボール投         

※児童生徒においては、学校の新体力テスト 2021 年度の結果でも可能 

 

http://www.jidaf.org/
http://www.miyariku.org/


11 参 加 料   無料   

  

12 申込方法 オンラインの部のみ 10 月 11 日～11 月 24 日正午まで受け付けます。 

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAwpgyzrRotxL2bIYARAHyZ9RaYA9l2fnm3kdHcCJ

WnbVm8Q/viewform?pli=1 

 

             ※QR コードは携帯電話等のカメラの部分から読み込み可能。 

  

もしくは①②の申込者は知的連盟ホームページから申込様式をダウンロードし、必要 

事項を記入し下記アドレスへメールにて 10月 4日延期必着で申込むこと。メール以 

外での申込は受け付けない。 

 

 

13 個人情報の取扱いについて 

(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遵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、プログラム編成及び作成、記録表、 

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使用する。 

(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広報 

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。 

 

14 介助について ①公式の部 ②チャレンジの部 

（1）「全国障害者スポーツ大会競技規則 陸上競技 第 6 条 助力」に則り 

介助者による競技中の助力行為は認められない。助力を受けた競技者は失格とする。 

＜競技規則の解説 陸上競技 第 5 節 介護者の役割  一部抜粋＞ 

「原則として、競技者自身が一人で行動できるように指導・助言頂いているところであ

る。（スポーツへの参加を通した社会参加の推進という目的を踏まえ）介護の内容の介助

者は、衣服の脱着や移動等において競技者が困難を要する事柄に限り介助する事がる。」

より、本大会では介助リクエスト申請用紙を記入し、一次招集時に提出すれば、役員（県

障がい者スポーツ指導員等）が介助する。 

(2)スターティングブロック、マーカー設置が困難な者には、「スターティングブロック設置

申請用紙」「フィールドマーカー設置申請用紙」を記入し、招集時に提出すること。 

（各用紙は TIC に設置）※申込時に、メールにて事前問い合わせも可能。 

 

15 そ の 他 ①公式の部 ②チャレンジの部      

(1)アスリートビブス（ナンバーカード）は、受付時に配付する。 

(2)大会開催の 1 週間前までに宮崎陸上競技協会及び知的陸上競技連盟のホームページに競

技日程を掲載する。 

(3)スパイクのピンは 9 ㎜以下を使用すること。 

(4)投てき競技に参加する競技者で炭酸マグネシウムなどの滑り止めが必要な場合は、各自

で用意すること。 

(5)招集の仕方やスタートの仕方（60ｍのみスタンディングスタートとする）、自分のレーン

 

（申込先） 

②チャレンジの部の診断書の提出先  

宮崎県立みなみのぜ支援学校 奥松 美恵子  

〒889-1601 宮崎県宮崎市清武町木原 4257-6（FAX 0985-85-7859） 

(大会全般に関する問い合わせ先) 

メール jidaf.ent.adm@gmail.com 電話 090-5388-1309（17 時以降）  

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAwpgyzrRotxL2bIYARAHyZ9RaYA9l2fnm3kdHcCJWnbVm8Q/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAwpgyzrRotxL2bIYARAHyZ9RaYA9l2fnm3kdHcCJWnbVm8Q/viewform?pli=1
mailto:jidaf.ent.adm@gmail.com


を走ること、ゴールした後自分のレーンを進むこと等の基本的なルールは、指導者が十分

に指導しておくこと。（知的連盟ホームページにて動画配信予定） 

(6)競技中に発生した疾病・傷害についての応急処置は主催者側にて行うが、以後の責任は 

 負わない。参加者各自でスポーツ安全保険等に加入しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人宮崎陸上競技協会ホームページから各自ダウンロードして、①②に参加する 

選手、引率者含めて大会当日受付時に提出すること。 
【大会前/提出用】体調管理チェックシート(様式 1-1：Excel)  

【大会後/個人管理用】体調管理チェックシート(様式 4：Excel) 

【欠場届】（様式 2-1：Word）  
     (7)参加者①②③には全員に記録証を発行する。 

 

詳細 

 ① 公式の部 ② チャレンジの部 ③ オンラインの部 

実施場

所 

宮崎 宮崎 地元の学校、近隣の競技場 

日時 2021 年 10 月 24 日 2021 年 10 月 24 日 2021 年 11 月 27 日迄の記録 

種目 
100m 200m 400m  

走幅跳  やり投 

60ｍ  

ジャべリックスロー 

50m 立幅跳  

ソフトボール投 

診断書 登録時に提出  
申込時に提出  医師による運動制限がない者  

登録 

日本知的障がい者 

陸上競技連盟に 

登録（3 千円） 

登録不要 登録不要 

参加料 無料 無料 無料 

特典 

記録が 1 位の者は 

日本記録に認定 

記録証 参加メダル 

記録証 

参加メダル 

記録証を郵送 

各賞を設ける 

申込 

方法 

9 月 24 日 10 月 4 日迄に QR もしくは URL コード 

もしくは宮崎陸上競技協会ホームページからエクセル

申込をダウンロードし、申込先へメール送信 

11 月 27 日迄に記録を送信 

① ②③参加希望者は、QR コードを携帯写真から読み込むか、  

URⅬコードをクリックし、Google ホームから送信する。 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAwpgyzrRotxL2bIYARAHyZ9RaYA9l2fnm3kdHcCJWnbVm8Q/viewform?pli=1  
 

 10 月 11 日～オンラインの部のみ受付 

      

 

申込先 jidaf.ent.adm@gmail.com  

 

※新型コロナウイルスの対応策について  本大会では、公益財団法人日本陸上競技連盟（以下、

日本陸連）が定める「陸上競技活動再開についてのガイダンス」 に準拠し競技会運営を行い

ます。 ガイダンス最新版は、日本陸連ホームページ（URL：https://www.jaaf.or.jp/on-your-

marks/）に掲載をしておりますので、大会参加者の皆様は、必ず事前にお目通しいただき、

感染症対策を徹底したうえでのご参加をお願いいたします。また、今後ガイダンスの更新に

当たり、大会要項を変更する可能性がございます。  予めご了承ください。 

http://www.miyariku.org/youkou/after7/01_taicho-before.xlsx
http://www.miyariku.org/youkou/after7/04_taicho-after.xlsx
http://www.miyariku.org/youkou/after7/ketujo2-1.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAwpgyzrRotxL2bIYARAHyZ9RaYA9l2fnm3kdHcCJWnbVm8Q/viewform?pli=1
mailto:jidaf.ent.adm@gmail
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