
 第 102回 日本陸上競技選手権リレー競技大会要項 

 
１．主  催   日本陸上競技連盟 

２．主  管   福岡陸上競技協会 

３．協  賛   アシックスジャパン株式会社、大塚製薬株式会社、日本航空、株式会社ニシ･スポーツ、 

青山商事株式会社 デンカ株式会社 

４．期  日   ２０１８年１０月２７日（土）～１０月２８日（日） 

５．場  所   北九州市立本城陸上競技場 

〒８０７－０８０６ 福岡県北九州市八幡西区 御開４丁目１６－１ 

６．種  目   男子 （２種目）４×１００ｍリレー・４×４００ｍリレー 

女子 （２種目）４×１００ｍリレー・４×４００ｍリレー 

Ｕ１８男女混合４×４００ｍリレー（特別種目） 

※特別種目の参加資格、エントリールール等については別途、要項１８に定める。 

７．競技日程   １０月２７日（土）：男女４×１００ｍリレー 予選・決勝、Ｕ１８男女混合４×４００ｍリレー 予選・決勝 

１０月２８日（日）：男女４×４００ｍリレー 予選・決勝 

８．参加資格   2018 年度本連盟登録競技者で、日本国籍を有する競技者（日本で生まれ育った外国籍競技者を含む）で 

編成したチームとし、次の(1)～(2)のいずれかに該当するチーム。 

（１）第 101 回日本陸上競技選手権優勝チーム。ただし、その種目に限る。 

（２）2018年 9月 25日(月)時点の資格記録ランキング上位チーム。ただし、その種目に限る。 

１）資格記録で、(1)のチームを含め出場申し込みをした資格記録ランキング上位 24 チーム。 

（2つ以上のクラブ・学校・事業所を代表する選抜チームを除く）。 

２）下記①、及び②の資格を有した、資格記録ランキング上位 3 チーム。ただし、その大会時の 

記録を対象とする。 

なお、1)の対象チームに 2)の上位 3 チームが含まれる場合は、2)の次点チームから繰り上げる。 

①2018 年度に行われた実業団選手権大会（全日本・東日本・北陸・中部・関西・中国・九州） 

の第 3 位までに入賞したチーム。ただし、その種目に限る。 

②2018 年度に行われた地域選手権大会（北海道、東北、関東、東京、北陸、東海、近畿、中国、 

四国、九州選手権）、日本学生対校選手権大会、全国高等学校対校選手権大会の第 3 位までに 

入賞したチーム。ただし、その種目に限る。 

（３）各種目の参加申込が 27チームを下回っている場合は、25位以下のチームから上位記録順に出場権を得る。 

申込締切日翌日 10月 3日から 10月 9日までの期間に、日本陸上競技連盟から該当のチーム関係者へ連絡し申込 

を案内する。 

（４）参加資格のランキング情報は本大会ページに掲載し、随時更新する。 

９．参加制限   同一クラブ、学校、事業所を代表する１チームであること。 

10．競技規則  ２０１８年度日本陸上競技連盟競技規則による。 

11．参加料      （１）１チーム １０，０００円とする。 

※参加料支払いの決済手数料 515円/1件は申込者負担とする。 

※傷害保険補償内容 死亡・後遺障害 50万円 入院(日割)5,000円 通院(日割)3,300円 

※大会参加中に負傷した場合に限る。 

（２）参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

 



（３）２０１７年度第１０１回日本陸上競技選手権保持チームはその種目に限り、参加料は徴収しない。 

この場合選手権保持チームであることを申込書に明記すること。 

12．申込方法     申込チームは、別途様式のリレー申込書に各種目「８名以内の競技者」の該当事項を入力し、 

２０１８年９月１０日（月）～１０月２日（火）１７：００までに次の通り申し込むこと。 

        （１）申込書ファイルを Eメールに添付して送付すること。 

            E-mail; 2018jpnrl@jaaf.or.jp 

                        件名；○○○・日本選手権リレー申込（○○○はチーム名） 

        （２）参加料は、イーモシコム（https://moshicom.com/20294/）を通して支払うこと。 

           ◇参加料は２０１８年１０月３日１７時００分までに支払うこと。 

           ◇イーモシコム タイトル：『第 102回日本陸上競技選手権リレー競技大会 エントリー料支払い』 

           ※参加料支払いの決済手数料 515円/1件は申込者負担とする。 

13.欠場について 申し込み後やむを得ず欠場するときは、日本陸連 webサイト(http://www.jaaf.or.jp/athlete/)掲載の欠場届で 

速やかに大会総務に届け出ること。 大会開催期間中は競技運営本部（北九州市陸上競技協会）へ連絡すること。 

14．表  彰  第 1位から第３位までを表彰する。各種目の優勝チームには選手権章と優勝杯と賞状を贈る。 

各種目の優勝者には選手権章･メダル・賞状を、第２位、第３位にはメダルと賞状を、第４位から第８位までには賞 

をそれぞれ授与する。 

Ｕ１８男女混合４×４００ｍリレーの表彰については、要項１８参照のこと。 

15.個人情報取り扱いについて 

（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、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）本大会はテレビ放送及びインターネットで動画配信を行うことがある。 

（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。 

16.ドーピング検査について 

国際陸上競技連盟アンチ・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いて行われる。 

尚、本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液（或いは両方）の採取が行われる。該当者は指示に従って

検査を受けること。競技会時、ドーピング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、顔写真が鮮明なパスポートコピーなどを持参すること。 

●ＴＵＥ申請 

  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ホームページ

（ http://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/ ）、 又 は 日 本 ア ン チ ・ ド ー ピ ン グ 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。 

●18歳未満の競技者の親権者からのドーピング検査に対する同意書の取得 

世界アンチ・ドーピング規程、同国際基準、及び日本アンチ・ドーピング規程により、18 歳未満の競技者が競技会

に参加する際、親権者からドーピング検査に関する同意書を取得することが必要となる。 

①本大会に参加する 18歳未満の競技者は、同意書を熟読し、署名、捺印の上、同意書の原本を大会に持参し、携帯

すること。同意書は http://www.jaaf.or.jp/pdf/doisho.pdf からダウンロード出来る。 



②18歳未満の競技者はドーピング検査に指名された時に、原本をドーピング検査室にて NFR（陸連医事代表）に提出

すること。提出は１回のみで、同意書の提出後に再びドーピング検査に指名された場合は、すでに原本を提出済み

である事を NFRに申し出ること。会場において、原本の提出がなくとも、検査は行われるが、検査後 7日以内に日

本陸連事務局に原本を送付すること。 

17．その他   （１）タイムテーブル及び競技注意事項は、資格審査・プログラム編成終了後、１０月１２日(金)以降に陸連インターネッ

トホームページに掲載予定。個人宛への送付は行わない。（http://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1324/） 

（２）競技中に発生した傷害・疾病についての応急処置は主催者にて行うが、以降の責任は負わない。 

（３）競技者の衣類及び競技者が、競技場内（練習場内を含む）に持込める物品の商標の大きさは、「競技会における広告

および展示物に関する規程（http://www.jaaf.or.jp/about/rule/）」(国内)を遵守すること。これに違反した場合は、

主催者で処置する。 

（４）大会の映像は主催者及び共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。 

（５）ナンバーカードとプログラムの配布は次のように行う。 

  ２６日（金）１１時００分～１７時００分 本競技場 一般利用者入口付近 

  ２７日（土） ８時００分～１６時００分 本競技場 一般利用者入口付近 

  ２８日（日） ８時００分～１１時００分 本競技場 一般利用者入口付近 

（６）大会前日の練習は、本競技場で１１時００分から１７時００分まで行うことができる。 

（７）大会開催期間中（１０月２７日～２８日）の練習は、競技が開催されている時間でも補助練習場に加え、本競技場の 

バックストレート及びコーナーでも練習することができる。練習に関する詳細は１０月１２日以降に掲載予定の競 

技注意事項で連絡する。 

ホームページアドレス  http://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1324/ 

（８）参加各チームに 3枚のコーチ IDカードを発行する。 

 

18.特別種目 Ｕ１８男女混合４×４００ｍリレー 

趣旨：国際オリンピック委員会理事会にて陸上競技男女混合 4×400mリレーが 2020年東京オリンピックの正式種目 

として採用されることが決定した。これまでにはない競技特性を有することから、東京オリンピックまでに 

戦術、経験および実績を集積し、それらの経験を基にした戦略を立てる必要があることから実施する。 

（１）参加資格 

2018 年度本連盟登録競技者で、日本国籍を有する競技者（日本で生まれ育った外国籍競技者を含む）で編成した 

チームとする。都道府県を代表する 1チームであること。種目における参加チーム数の制限は設けない。（４７都道

府県１チームずつ参加可能） 

（２）対象年齢 

   2001年 1月 1日から 2002年 12月 31日の間に生まれた競技者。 

（３）ルール 

男女各 2 名から編成され、走順は自由とする。 

     （４）参加料 

    １）１チーム 10,000円とする。（傷害保険料 400円含む） 

※参加料支払いの決済手数料 515円/1件は申込者負担とする。 

※傷害保険補償内容 死亡･後遺障害 50万円 入院(日割)5,000円 通院(日割)3,300円 

※大会参加中に負傷した場合に限る。 



（５）申込方法 

申込チームは、別途様式のリレー申込書に各種目「８名以内の競技者」の該当事項を入力し、 

２０１８年９月１０日（月）～１０月２日（火）１７：００までに次の通り申し込むこと。 

１）申込書ファイルを Eメールに添付して送付すること。 

              E-mail; 2018kongou@jaaf.or.jp 

                          件名；○○○・混合リレー申込（○○○は都道府県名） 

            ２）参加料は、イーモシコム（https://moshicom.com/20294/）を通して支払うこと。 

◇参加料は２０１８年１０月３日１７時００分までに支払うこと。 

◇イーモシコム タイトル：『第 102回日本陸上競技選手権リレー競技大会 エントリー料支払い』 

※参加料支払いの決済手数料 515円/1件は申込者負担とする。 

          （６）欠場について 

申し込み後やむを得ず欠場するときは、日本陸連 webサイト(http://www.jaaf.or.jp/athlete/)掲載の欠場届  

で速やかに大会総務に届け出ること。大会開催期間中は競技運営本部（北九州市陸上競技協会）へ連絡すること。 

          （７）表  彰 

第１位から第３位までを表彰する。また、第１位から第８位までには賞状をそれぞれ授与する。  

                 （８）競技服装 

男女同様デザインで同一チームと判断できるユニフォームで出場すること。 

同一チームと判断できれば、男子がランシャツランパン、女子がセパレートユニフォームでも構わない。 

 

19.問い合わせ  【日本陸上競技連盟・事務局】 

  〒163-0717 東京都新宿区西新宿２－７ 小田急第一生命ビル １７階 

TEL:03-5321-6580 FAX:03-5321-6591 （土日祝日を除く 10：00～18：00） 

【競技運営本部】 

   福岡陸上競技協会 - 北九州市陸上競技協会 

TEL：090-8405-1141（本大会 専用電話番号） 

 

20.宿泊の斡旋  大会出場のために、宿泊を希望する競技者、監督は下記旅行業者で斡旋する。 

株式会社ＪＴＢ スポーツマーケティング事業部 スポーツ営業第二課 第 102 回日本陸上競技選手権大会 配宿係宛 

〒163-0454 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 54 階 TEL：03-5909-8676 FAX：03-5909-8677 担当:小林 

宿泊要項、申込書については大会ホームページに掲載されている専用サイト（https://amarys-jtb.jp/rikujou_relay/）確認のこと。 


