日本グランプリシリーズ延岡大会

第33回ゴールデンゲームズｉｎのべおか大会要項
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10. 種

目

一般財団法人 宮崎陸上競技協会
ゴールデンゲームズｉｎのべおか実行委員会
日本陸上競技連盟 九州陸上競技協会 九州実業団陸上競技連盟 延岡市 延岡市教
育委員会 延岡市体育協会 旭化成㈱
延岡市陸上競技協会
旭化成㈱ ㈱宮崎銀行
イオン九州㈱ ㈱宮崎太陽銀行 アサヒビール㈱ ㈱新旭サービス アサヒ飲料㈱
ホテルサンロード熊本 こくみん共済 旭化成クリエイト㈱ ㈱伊藤園 向陽プラント
サービス㈱ (公財)労衛研延岡健診センター NPO法人アスリートタウンのべおか
デサントジャパン㈱ アシックスジャパン㈱ アディダスジャパン㈱
㈱ニューバランスジャパン ㈱日本モバイル照明 ㈱テレビ宮崎 ㈲宮崎上水園
㈱夕刊デイリー新聞社 JR九州 宮崎交通㈱ 霧島酒造(株) 延岡観光協会
㈱ケーブルメディアワイワイ ＪＡ延岡 ㈱新潟アルビレックスランニングクラブ
２０２２年５月４日（水）
延岡市西階総合運動公園陸上競技場
〒882-0804 宮崎県延岡市西階町 1-3800 ℡0982-32-5832 fax0982-22-9865
グランプリ種目
（男子）5000ｍ （女子）5000ｍ
一般種目
（男子）中学生：3000ｍ
小学生：1000ｍ
（女子）中学生：3000ｍ
小学生：800ｍ

11. 競技規則

2022 年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則競技会における広告および展示物規
程並びに本大会要項による。

12. 招待選手

(1) 日本陸上競技連盟の日本グランプリ招待基準により国内招待選手を決定する。
(2) 主催者の招待基準により国内招待選手を決定する。

13. 参加資格

(1)2022 年度日本陸上競技連盟登記・登録者で、2020 年 4 月 1 日以降
2022 年 4 月 3 日（日）までに参加標準記録を突破した者。
※記録証明書の添付を必須とする。
(2)ゴールデンゲームズ in のべおか実行委員会が推薦する選手。
(3)高校生は標準記録を突破した者で１校男女各１０名以内とする。
(4)中学生は標準記録を突破した者で 1 校男女各７名以内とする。
(5)小学生の部は宮崎県県北地区の陸上競技普及を目的に行うため、同地区のアスリー
トクラブ在籍者と小学 5 年・6 年生のみを対象とする。アスリートクラブ以外につい
ては、3 月 26 日開催のスプリングチャレンジで小学生の部男子 1000ｍ、女子 800ｍ
の４・５年生（４月から５・６年生）にアスリートクラブ在籍者を除いた上位 8 名まで
に出場資格を与える。

(6)スプリングチャレンジが開催されなかった場合、宮崎県県北地区のアスリートクラ
ブ在籍者以外の児童に関しては、参加標準記録を突破できると学校長が判断し、実
行委員会が認めた児童に限り参加を認める。

(7)小学生の部のアスリートクラブ以外の小学生と中･高校生は学校の陸上部顧問から
の申し込み以外は受け付けない。
但し、中学校に陸上部がない場合は、大会事務局にその旨連絡すること。事務局で
検討して出場を許可する事がある。
14. 参加標準記録

15. 参 加 料

16. 申 込 方 法

17. 表

彰

18. 個人情報の
取り扱い

種
目
男 子
女 子
５０００ｍ
１４分３０秒００
１６分３０秒００
高校生５０００ｍ
１５分００秒００
１６分４５秒００
中学生３０００ｍ
９分５０秒００
１０分５０秒００
小学生１０００ｍ
３分５０秒００
小学生８００ｍ
３分２０秒００
一種目につき、
一般３０００円・高校生１５００円、中学生１０００円・小学生７００円
(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために大会を縮小又は中止することもあるの
で、開催が決定してからＨＰ上で申し込みを済ませたチームに振込の依頼をする。
その際、欠場者がいても申し込んだ人数分を振り込むこととする。
(2) 郵便局備え付けの「振込取扱票」を使用し振込むこと。
(3)郵便振替口座 ０１７３０－４－１４３５２２ 加入者名 ＧＧＮ実行委員会
① 通信欄にゴールデンゲームズ in のべおか参加料と明記すること。
②ご依頼人欄（おところ・おなまえ）は個人名ではなくチーム名・住所を記入すること。
注）参加料入金後は、理由の如何にかかわらず返金しない。
(1)WebEntry システムを用いた申込とする。
大会ホームページ(http://goldengames.jp/)内の大会申込サイトより申し込むこと。
①WEB エントリーを行うには会員登録が必要です。
会登録手続きには日数を要します。
早めの登録をお願いします。
②会員登録が済み、延岡市陸上競技教会からＩＤ及びパスワードが届いたら選手登録を
行ってください。
③選手登録を終えたら、大会スケジュールから、大会を選んで取得したユーザーID と
パスワードでログインしてエントリーください。
※上記①②③は下記申込締切日時までに終えてください。
申込み締め切り
２０２２年４月４日（月）１７時
申込の際、記録証明書を必ず下記メールアドレスに送付ください。
※陸上競技マガジン記録集のコピーにマーカーでもよい。
送付先 mail:rikujyoubu@om.asahi-kasei.co.jp
(2)ホームページ
http://goldengames.jp
(1) 男女 5000ｍのファイナルレースのみ３位までをゴール直後に表彰する。表彰係の指
示に従うこと。
(2) 大会記録更新者に記念品を贈呈する。
(3) 日本記録更新者に記念品を贈呈する。
(4) 出場競技者の中から、男女各１名に最優秀選手賞を授与する。
(5) 日本グランプリシリーズ延岡大会の MVP を１名選出する。
(1)主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情
報を取扱う。尚、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、
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。
(2)本大会はケーブルテレビ放送及びインターネット上で動画配信を行う。
(3)大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者及び主催者、共催者が承
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。
19. ドーピング
コントロール

(1)本競技会は、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く競技会（時）ドーピング検査対象大会
である。競技会（時）検査は大会前日 23 時 59 分から検査が終了するまでの期間で
あり、尿又は血液 （或いは両方） の採取が行われる。検査該当者は検査員の指示
に従って検査を受けること。
(2)競技会（時）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、または顔写真が鮮明なパスポートコピ
ーなどを持参すること。
(3)本競技会参加者（18 歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーし
た時点で日本アンチ・ドーピング規程に従いドーピング検査の対象となることに同
意したものとみなす。18 歳未満の競技者については、本競技会へのエントリーによ
り、親権者の同意を得たものとみなす。
(4)上記（3）にかかわらず本競技会に参加する 18 歳未満の競技者は、親権者が署名し
た同意書を大会に持参すること。親権者の同意書フォームは、日本アンチ・ドーピ
ング機構（JADA）のウェブサイト( https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html )
からダウンロードできる。18 歳未満の競技者はドーピング検査の対象となった際
に、親権者の署名した当該同意書を担当検査員に提出すること。なお、親権者の同
意書の提出は 18 歳未満時に 1 回のみで、当該同意書の提出後に再びドーピング検
査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング検査時に申し出
ること。ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査
後 7 日以内に JADA 事務局へ郵送にて提出すること。ドーピング検査実施時に親
権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピング検査手続に一切影響がないも
のとする。
(5)本競技会参加者は、本競技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。
(6)競技会（時）
・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ことがあることに留意すること。
(7)ＴＵＥ申請について
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ウェブサイト
（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は JADA のウェブサイト
（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。禁止物質・禁止方法について
TUE が付与されている場合には、その証明書（コピーで可）をドーピング検査の際
に検査員へ提出すること。
(8)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、JADA
のウェブサイトにて事前に確認すること。

20. 競技場内で着
用できる衣類
と持ち込める
物品について

競技会における広告および展示物規程により、競技場内で着用できる衣類等に掲出でき
る製造会社名/ロゴ、スポンサー名/ロゴの大きさ、数については下記の様になっている。
事前に確認しておくこと。違反した場合にはテープ等でマスキング処置を行う。
アスリートキット
（1）競技用の衣類（トップス、ベスト、パンツ、レギンスなど）、ウオームアップ用の
衣類、セレモニーキット、トラックスーツ、Ｔシャツ、スウェットシャツ、スウェ
ットパンツ、レインジャケット

○上衣 下衣 〔それぞれ〕
・製造会社名/ロゴ：一箇所 4 0 c ㎡まで（高さ５ｃｍ）
・スポンサー名/ロゴ：一箇所 4 0 c ㎡まで（高さ５ｃｍ）
・所属団体名/ロゴ、学校名/ロゴ：
上衣前後 各一箇所
＊長さは問わないが、高さは 前：5 ㎝ 後：４㎝
下衣一箇所 高さは ５ｃｍ
＊学校名/ロゴに関しては、上衣・下衣 大きさの規制なし
（2）競技者が着用するあらゆるその他のキットや衣類など（靴下、ヘッドギア、帽子、
ヘッドバンド、手袋、アームバンド、メカネ、サングラス ｅtｃ）
・製造会社名/ロゴ： （一つに）一箇所 6 ㎝ 2 まで（高さ３ｃｍ）
・所属団体名/ロゴ： 一箇所 6 c ㎡まで（高さ３ｃｍ）
・学校名/ロゴ、都道府県名/ロゴ： 一箇所 大きさを問わない
個人の所有物およびアクセサリー
（1）タオル バッグ
・製造会社名/ロゴ：
一箇所 4 0 c ㎡まで（高さ５ｃｍ）
・スポンサー名/ロゴ： 二箇所 4 0 c ㎡まで（高さ５ｃｍ）
・競技者名/個人者ハッシユタグ： 一箇所 4 0 ㎝ 2 まで（高さ５ｃｍ）
＊バッグについては、スポンサー名/ロゴのうち一箇所を以下に変更できる
所属団体名/ロゴ、学校名/ロゴ： 一箇所
〔所属団体名/ロゴ〕 長さは問わないが高さは５ｃｍ
〔学校名/ロゴ〕 大きさの規制なし
（2）飲料ボトル
・アスリートスポンサー名/ロゴ： 二箇所 4 0 c ㎡まで（高さ５ｃｍ）
＊ペットボトルを持ち込む場合はラベルをはがすこと

21. そ の 他

22. 注意事項

(1)天候型トラックのためスパイクのピンは、７㎜以下を使用のこと。
(2)競技中に生じた事故については、救急医療のみ主催者側が行うが事後の責任は負わ
ない。
(3)エントリー選手全員に対し、大会当日のみ事務局が一日傷害保険に加入する。
(4)競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込める物品の商標の大きさは、日本陸上
競技連盟 「競技会における広告および展示物に関する規定」による。
(5)大会情報は http://goldengames.jp/
(6)記録速報は http://ggn.goldengames.jp/ ※携帯対応
新型コロナウイルス対策について
(1)大会開催に向けて準備を進めているが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によって
は、競技会の開催が中止・延期になる場合があるので、予めご了承いただきたい。な
お、本大会は、日本陸上競技連盟の「陸上競技再開のガイダンス」に準拠し競技会運
営を行う。大会参加者の皆様は、必ず事前に確認いただき、感染症対策を徹底したう
えでのご参加をお願いしたい。「陸上競技再開のガイダンス」は、日本陸上競技連盟
のホームページに掲載している。また、今後ガイダンスの更新に当たり、大会要項を
変更する可能性あるので、予めご了承いただきたい。
(2)競技者、監督；コーチ、大会関係者、報道関係者は、
「【体温記録活用アプリ】テレサ」
または、
「
【大会前/提出用】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシ
ート」（様式１）を大会１週間前から記入し、受付に提出すること。提出しない者は
大会参加及び入場を認めない。また、大会終了後２週間は「【体温記録活用アプリ】
テレサ」または、【大会後/個人管理用】新型コロナウイルス感染症についての体調管
理チェックシート」
（様式２）を記入し、感染が確認された場合は主催者に報告する
こと。
(3)観客は入場数を 3000 名に制限するため【体温記録活用アプリ】テレサ」に事前登録
した者に限る。
※「
【体温記録活用アプリ】については追って HP 上で案内する。

(4)大会参加者は、各自の責任で手洗い、うがい、マスクの着用を励行する。
(5)2 日間連続で体温が 37,5℃を超える者の参加は認めない。
(6)参加するチームの監督、スタッフや参加校の顧問は、選手の体温と体調を把握し主催
者の求めに応じて、参加選手の状況を報告する
(7)無観客とはしないが、今大会に限りできるだけ、全国ケーブルテレビでの生放送。又
は、ライブ配信で応援をお願いしたい。
(8) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため今大会に限り団体での応援を禁止とする。
また、声を出しての応援は控えてください。
23. 問い合わせ先

〒882-0031
宮崎県延岡市中川原町５－４９６０
旭化成陸上競技部内
ゴールデンゲームズ in のべおか実行委員会 楠光代 桐原三和
Tel.0982-21-1979 rikujyoubu@om.asahi-kasei.co.jp

