
                                 

 

 
 

日本グランプリシリーズ グレード２ 
第３１回金栗記念選抜陸上中長距離大会２０２３ 

実  施  要  項 
 

新型コロナウイルス感染症の対応策について 

有観客・無観客開催については今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況によって決定します。 

大会開催に向けて準備を進めていますが、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、大会要項が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。 

なお、本大会は、日本陸上競技連盟「陸上競技再開のガイダンス」に準拠し競技会運営を行います。 

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いたします。 

「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、ご了承下さい。 

 

 

 

１ 主 催  （一財）熊本陸上競技協会  

２ 共 催  熊本日日新聞社      (株）テレビ熊本 

３ 後 援  日本陸上競技連盟      熊本県   熊本市 

       九州陸上競技協会         熊本県教育委員会 

       九州実業団陸上競技連盟   熊本市教育委員会 

       九州学生陸上競技連盟    (公財） 熊本県スポーツ協会 

４ 協 賛  

５ 期 日  ２０２３年４月８日（土）１０時００分競技開始 

６ 会 場  えがお健康スタジアム（熊本県民総合運動公園陸上競技場） 

       〒８６１－８０１２ 熊本市東区平山町２７７６ 電話：（０９６）３８０ー０７８２ 

７.新型コロナウィルス感染症対応について 

       ①本大会は日本陸上競技連盟が定める「陸上競技活動再開のガイダンス」に基づき、感染症対策を実

施し、感染拡大の防止に最大限取り組んだ競技運営を行う。 

       ②主催者側が求める新型コロナウイルス感染症対策へ参加者が応じない場合、大会への出場は認めな

い。 

       ③大会当日、主催から競技者に検温等の確認を行う。また競技場入場時に感染疑いの症状が認められ

た場合は、大会への出場を認めない場合がある。また主催が用意した「①競技会参加のためのチェ

ックシート」「②監督・コーチ・選手名簿」を 受付係に提出すること 

提出がない場合は、競技場への入場ができない。 

「③体調管理チェックシート（競技会前）」は、各チームで保管しておくこと。 

➃大会開催に向けて準備を進めておりますが、新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、競

技会の開催が中止・延期になる場合がございますので、予めご了承ください。 

 

８ 種 目  グランプリ男子          １５００ｍ ５０００ｍ １００００ｍ 

グランプリ女子          １５００ｍ ５０００ｍ １００００ｍ 

ノングランプリ      一般女子３０００ｍ 

高校男子          ５０００ｍ （新2・3年） 

高校女子          ３０００ｍ （新2・3年） 

中学男子          ３０００ｍ （新2・3年） 

中学女子         １５００ｍ （新2・3年） 

小学生                    １０００ｍ （新5・6年生男女） 

※グランプリ種目、ノングランプリ種目、高校生種目がWRk対象、カテゴリーEとなる。 

 

９ 招待競技者  若干名 

 



１０ 参加資格  

(1) ２０２３年度日本陸上競技連盟登録競技者（小学生除く）。 

(2) 参加標準記録を満たした競技者（有効期限：全種目2022年１月１日～申し込み前日まで。） 

(3) 日本陸上競技連盟が推薦する競技者。 

(4) 熊本陸上競技協会が推薦する競技者。 

１１ 参加制限  １人１種目とする 

１２ 競技方法  タイムレース決勝とする。 

１３ 競技規則  ２０２３年世界陸連競技規則及び国内広告規程により実施する。 

WRk対象種目以外は国内競技規則及び国内広告規程により実施する。 

１４ 参加条件  (1)中学･高校の新１年生については、出場を認めない。 

           小学生は、クラブ代表者を通じて申し込むこと。 

個人とクラブの申込が重複しないよう注意すること。 

         (2) 県内中学生、県外中学生ともに、標準記録を満たす競技者 

(3) 標準記録が設定してある種目に関しては、記録を出した公認大会名、期日、記録  

(100分の1まで)を記載し申し込むこと。 

虚偽の記載がある場合は、大会参加を認めない。 

(4) 高校生でも参加標準記録を満たしている競技者はグランプリ種目に出場できる。その際、参

加料はグランプリ種目の金額を納めること。 

 

１５ 申込方法  申込期間は２月７日（火）から３月１日（水）まで。 

         申込みファイルは、熊本陸協のホームページからダウンロードすること。 

ホームページアドレス http：:// kumariku.com 

熊本陸上競技協会からの受信返信メールを確認すること。 

競技日程は３月１３日（月）以後、熊本陸協ホームページに掲載します。 

 

１６ 申込先＆問合先 

         〒８６１－８０４６ 熊本市東区石原２－９－１  

         （一財）熊本陸上競技協会事務局 

         TEL・FAX ０９６－３８８－１６８８ 

E-mail：kumariku@juno.ocn.ne.jp 

１７ 参加料   グランプリ種目   ３,０００円 

         ノングランプリ種目 ３,０００円 

         中・高校生     １,０００円 

         小学生       ７００円 

          ※参加料は申込締日までに持参または下記の口座に郵便振替で納めること。 

          《参加料の振込先》    

            『郵便振替』 口座番号 ０１７７０－９－１１４８６３ 

                   口座名義 熊本陸上競技協会 

          ※払込取扱票通信欄に所属先・申込み責任者名を記入すること。 

          《他金融機関からお振込みの場合》 

            店  名 一七九（イチナナキュウ）店 

            口座種別 当座預金 

            口座番号 0114863 

            口座名義 熊本陸上競技協会 

          ※参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

１８ 表 彰   各種目６位まで表彰する。なお、１位から３位まで副賞を贈る。 

         大会MVP・最優秀賞・優秀賞・敢闘賞を授与する。 

敢闘賞については、県内の競技者男女それぞれ１名に授与する。 

１９ 欠 場   欠場する場合は、欠場届（日本陸連WEBページよりダウンロード）に必要事項を記入し、熊

本陸上競技協会にメールまたはFAXで届け出ること。 

3月30日までに提出された欠場届の欠場者を除いて番組編成を行うため、欠場が判明している

競技者は早急に欠場届を提出すること。届けなく無断で欠場した場合は、以後のグランプリシ

リーズへの出場を認めない処置を講ずる場合がある。 

          ■熊本陸上競技協会  TEL：096-388-1688   

E-mail ：kumriku@juno.ocn.ne.jp 



 

 

 

２０ 個人情報取り扱いについて 

(1) 主催者は、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り扱

う。なお、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) 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者、日本陸連及び主催者、共

催者、日本陸連が承認 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、グッズ制作テレビ・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。 

(3) 大会の映像は主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上にお

いて画像や動画を配信することを含む）を禁止する。 

(4)  

２１ 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(WA) 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、JADAクリーンスポーツ・アスリートサイト（https://www.realchampion.jp）

を利用して、アンチ・ドーピングについて事前に学習しなければならない。 

(6) 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。 

(7) 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。 

(8) 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

（https://www.realchampion.jp/resources/000162.html）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担当検査員へ

提出すること。   

(9) WAアンチ・ドーピング規則および規程、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、WAまたはJADAのウェブサイトにて事前に確認すること。 

２２ 競技用靴について  

WA規則第１４３条TR５：シューズに関するルール再改定部分によって実施する。800m以上

の競技者が使用するシューズの靴底の厚さは２５ｍｍまでとする。（小学生は除く） 

 ※詳細は日本陸連ＨＰ参照（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/shoes/） 



２３ その他   (1)競技中に発生した事故についての応急手当は主催者で行うが、その以後の責任は負わない。

但し、主催側で傷害保険は加入済。 

         (2)参加者は健康保険証を必ず持参すること。 

         (3)申込み後棄権する競技者は、理由を文書にて大会事務局に届けること 

(4)アスリートビブスは主催者側で用意し、当日配布する。 

(5)３月４日(土)に資格審査を実施しますので、当日は必ず連絡が取れるように準備をお願いしま

す。 

(6) ユニフォーム広告規程の詳細はこちらhttps://www.jaaf.or.jp/news/article/14995/ 

 

 参加標準記録 

男  子 種  目 参加標準記録 女  子 種  目 参加標準記録 

グランプリ 

1500m 1500m 3’52”00 

グランプリ 

1500m 1500m 4’25”00 

5000m 5000m 14’00”00 5000m 5000m 16’20”00 

10000m 
10000m 

5000m 

28’40”00 

14’00”00 
10000m 

10000m 

5000m 

33’40”00 

16’15”00 

 ノングランプリ 一般3000m※ 5000m 

3000m 

16’15”00 

9’45”00 

高  校 5000m 5000m 15’35”00 高  校 3000m 3000m 10’30”00 

中  学 3000m 3000m  9’40”00 中  学 1500m 1500m  5’00”00 

小  学 1000m 5・6年生標準記録なし 小  学 1000m 5・6年生標準記録なし 

 

① 招待競技者（グランプリ種目） 

  日本人招待選手は、２０２２年度日本ランキング上位者より熊本陸上競技協会において決定する。 

男女あわせて、２０名～２５名程度とする。 

② ※ノングランプリ一般女子３０００ｍの参加対象者は大学生、実業団、一般とする。高校生以下は出場でき

ない。2組以上となった場合の番組編成は申込時の５０００ｍの記録を優先する。 

③ 高校男子５０００ｍ、高校女子３０００ｍは、新高校２年生、新高校３年生の種目です。 

④ 高校生も参加標準記録を満たしていればグランプリ種目に出場できる。参加料はグランプリ種目の金額を納

めること。 


