第 100 回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
第 32 回日本ジュニア陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
兼第 42 回 IAAF 世界クロスカントリー選手権大会 日本代表選手選考競技会
■主 催

日本陸上競技連盟／福岡市／株式会社ＴＢＳテレビ／ＲＫＢ毎日放送株式会社／国営海の中道海浜公園

■共 催

日本実業団陸上競技連合／日本学生陸上競技連合

■後 援

福岡県／福岡県教育委員会／福岡市教育委員会／福岡県体育協会／福岡市スポーツ協会／朝日新聞社

大会要項

九州旅客鉄道株式会社／西日本鉄道株式会社
■主 管

福岡陸上競技協会

■運営協力

九州学生陸上競技連盟

■特別協賛
■協賛
■期 日

２０１７年２月２５日 （土）

■場 所

国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース （福岡市東区西戸崎 18-25）

■種 目

（１） ジュニア女子 ６ｋｍ

１１ ： ００ ( 日本ジュニア陸上競技選手権種目 )

（２） ジュニア男子 ８ｋｍ

１１ ： ３０ ( 日本ジュニア陸上競技選手権種目 )

（３） シニア女子

８ｋｍ

１２ ： １０ ( 日本選手権種目 )

（４） シニア男子

１２ｋｍ

１３ ： ００ ( 日本選手権種目 )

■参加資格

（１） ２０１６年度日本陸上競技連盟登録競技者で、 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） であること。 尚、 外国籍競技者については、 オープン参加は認めるが、 順位は対象外とする。
（２） 医師の健康診断を受け、 競技に支障ないと認められたもの。
（３） 次の標準記録をクリアしたもの。
（ａ） シニア男子１２ｋｍは、 １００００m ／３４分００秒０以内 又は、 ５０００m ／１７分００秒０以内
（ｂ） シニア女子８ｋｍは、 ５０００m ／１８分００秒０以内
（ｃ） ジュニア男子８ｋｍは、 ５０００m ／１８分００秒０以内
（ｄ） ジュニア女子６ｋｍは、 ３０００m ／１２分００秒０以内
（４） ジュニア男子 ・ 女子は、 １９９８年１月１日より２００１年４月１日の間に生まれたもの。
【注意】
ジュニア競技者は、 シニア種目にエントリーは出来るが、 第 42 回世界クロスカントリー選手権大会の U20 男子日本代表
選手は、 本大会のジュニア男子８km 出場競技者から選考され、 女子 U20 女子日本代表選手は、 本大会のジュニア女子
６km 出場競技者から選考される。

■競技規則

２０１６年度日本陸上競技連盟競技規則による。 スパイクは使用可とする。

■参加料

（１） シニア ５,０００円 （２） ジュニア ４,０００円

■申込方法

（１） シニア男子 ・ 女子はインターネット申し込みとする。 大会ホームページ http://www.mit.vc から手続きしてください。

（２） 参加決定後の参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。
参加料はコンビニ決済およびクレジットカードで支払うこと。
（２） ジュニア男子 ・ 女子は、 所定の申込書に必要事項を記入し、 所属長の承認印を得て下記大会運営本部事務局に
郵送すること。 申込書は大会ホームページからダウンロード出来る。
参加料は下記口座に振り込むこと。 ( 振り込み手数料参加者負担 )
【郵送先】 〒８１０-０００３ 福岡市中央区春吉３-２１-２１春野ビル２Ｆ ＭＩＴ 福岡クロカン運営本部事務局
【振込口座】 福岡銀行天神町支店 普通２４９２９１２ 福岡クロカン運営本部事務局
（３） 申込期間
■欠場について

２０１６年 １２月 １２日 ( 月 )〜２０１７年 ２月１日 （水）

大会参加が認められた後に欠場する者は、 本選手権大会規定の欠場届けに必要事項を記入し手交、 郵送または
FAX で届け出ること。
（１） 申し込み後大会前日までは大会運営本部事務局に届け出ること。
（２） 大会当日は競技場内競技者案内所 (TIC) に届け出ること。
届けなく欠場した者は、 本連盟及び加盟団体の主催 ・ 主管する競技会に出場を認めない処置を講ずることがある。

■表 彰

（１） シニア男女個人の部第１位から第８位までを表彰する。
（２） シニアの部に出場する日本学生陸上競技連合普通会員の最上位男女各 1 名に日本学生陸上競技連合杯を授与する。
（３） ジュニア男女個人の部、 第１位から第８位までを表彰する。
（４） シニア男女、 ジュニア男女ともに同チーム３名以上を団体とみなし、 上位３名の順位合計で団体順位を決定する。
順位合計が同じ場合は３位が上位のチームを上位とする。 それぞれ第１位から第３位までのチームを表彰する。

■日本選手権優勝者及び上位者に与えられる権利
（１） シニア男子１２km
（ａ） 優勝者に第 101 回日本陸上競技選手権大会 （以下、 日本選手権） 男子 10000ｍの出場権を与える。
2017 日本グランプリシリーズ男子 5000m、 及び 10000ｍの招待選手とする。

（ｂ） 第２位、 ３位の者で日本選手権男子 10000ｍの参加標準記録 B を有効期間内に満たした競技者に、
男子 10000ｍの出場権を与える。
（２） シニア女子８km
（ａ） 優勝者に第 101 回日本選手権女子 10000ｍ、 または 5000ｍの出場権を与える。
2017 日本グランプリシリーズ女子 5000m、 及び 10000ｍの招待選手とする。
（ｂ） 第２位、 ３位の者で日本選手権女子 10000ｍの参加標準記録 B を有効期間内に満たした競技者に
女子 10000ｍの出場権を与える。
日本選手権女子 5000m の参加標準記録 B を有効期間内に満たした競技者に女子 5000ｍの出場権を与える。
■競技者受付

競技者は次のいずれかで必ず受付を行うこと。 （ナンバーカード ・ プログラムを配布）※受付をしなければ出場できない。
（１） 2 月 24 日 （金） 大会本部 ( ホテルセントラーザ博多 ) にて１３ ： ００〜１７ ： ００まで受付を行う。
（２） 2 月 25 日 （土） 大会会場にて受付を行う。 午前 9 時 30 分開始、 各部スタートの 1 時間前に締め切る。

■個人情報の取り扱いについて
（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、 都市公園法第 12 条のロケーション (TV、 新聞等の撮影及び放映 ) 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。
■その他

（１） 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側にて行うが、 以後の責任は負わない。
（２） ドーピングコントロール
国際陸上競技連盟ドーピング防止規則もしくは日本ドーピング防止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。
（３） 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 “治療目的使用
に係る除外措置 （TUE）” の申請を行わなければならない。
詳細については、 日本陸連医事委員会のホームページ （http://www.jaaf.or.jp/medical/index.html）、
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。
（４） 未成年競技者親権者からのドーピング検査に対する同意書の取得
2015 年 1 月 1 日より、 世界アンチ ・ ドーピング規程、 国際基準、 及び日本アンチ ・ ドーピング規程が改定され、
未成年 （20 歳未満） 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事が
必要となる。 本大会に参加する未成年者は、 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。
未成年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 （大会医事代表） に提出す
ること。 提出は未成年時に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提出すること。
（５） 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、 競技会における広告および展示物に関する
規定による。
（６） 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。

■放 送

２０１７年２月２５日 （土） １６ ： ００～１７ ： ２４

■問い合わせ

福岡クロカン運営本部事務局

ＪＮＮ全国２８局ネット （予定）

大会ホームページ http://www.mit.vc
〒８１０-０００３ 福岡市中央区春吉３-２１-２１春野ビル２Ｆ 株式会社ＭＩＴ内
ＴＥＬ ０９２ （７３８） ２１８０

ＦＡＸ ０９２ （７３８） ２２４３

【土 ・ 日 ・ 祝日、 年末年始 (12/28〜1/4) を除く１０ ： ００～１２ ： ００/１３ ： ００～１８ ： ００】

