
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

 

１ 全般的な事項 

（１）本大会は無観客で実施する。 

（２）競技場内に入場できるのは、競技者、マネージャー、引率教員、競技役員、補助役員、補助員の

みとする。 

（３）大会１週間前から体調管理チェックシート（以下、チェックシート）を記入し、大会当日の競技

場入場時に提示する。 

（４）大会当日の体温が37.5℃以上の場合、直近４日間にチェックシートの項目に該当する症状があっ

た場合は原則入場できない。 

（５）ウォーミングアップ中や自身の競技中、食事中以外は可能な限りマスクを着用する。また、マス

ク着用による熱中症にも十分注意する。 

（６）マスクをしていないときの会話は極力避ける。 

（７）声を出しての応援は個人や集団を問わず禁止する。 

（８）他人との距離を適切に確保し、密を避けるよう努力する。 

（９）手洗い、手指消毒等をこまめに行う。 

（10）大会後の２週間は健康チェックを行う（【大会後／個人管理用】のチェックシートを活用）。 

 

２ 競技場の入退場について 

（１）入場の管理はチェックシートで行う。 

（２）チェックシートには、出場種目等の必要事項を正しく記入する。 

（３）当日の１回目入場時にチェックシートの確認及び検印を受ける。再入場時はチェックシートを係

員に提示する。 

（４）競技者の入場は競技開始時刻の２時間前を原則とする。 

（５）当日出場する競技が終了した競技者は、速やかに帰宅することを意識して行動する。 

（６）マネージャー及び補助員は、競技場滞在時間ができるだけ短くなるように工夫する。 

（７）帰宅時はチェックシートを持ち帰る。大会後１か月間は各自で保管し、提出を求められた場合は

速やかに提出する。 

 

３ その他 

（１）招集時のチェックシート提示は不要とする。 

（２）更衣室の利用について 

① 利用する場合は、競技場正面入口でチェックシートを提示し入場する。 

② 更衣室の利用は短時間とし、シャワールームは使用禁止とする。 

（３）引率教員（又は部顧問）は配付された資料をよく読み、生徒へ確実に伝達・指示をする。 

 

  



競 技 注 意 事 項 

 

＜１．競技運営＞ 

１ 競技規則について 

本大会は、2022年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項により実施する。 

２ 学校受付について 

各学校の引率教員（部顧問）は、当日の出場競技の招集開始時刻までに受付を済ませる。引率教

員（部顧問）の受付がない場合、競技者は競技に出場できない。 

３ ウォーミングアップについて 

（１）朝のウォーミングアップ 

① 大会準備に支障のない範囲で競技開始30分前まで競技場のトラックを使用できる。ウォーミ

ングアップ時におけるレーンの使用区分は次のとおりとする。 

○第１日〔龍北〕 

１・２レーン：中長距離   ３～９レーン：短距離 

○第２日〔刈谷〕 

１・２レーン：中長距離   ３～６レーン：短距離   ７・８レーン：ハードル 

※ゆっくりしたジョギングはトラック外を使用する。 

※使用した器具は必ず元の位置へ返却する。 

  ② 第１日〔龍北〕のグラウンド入退場はメインスタンド両側の階段又は100mスタート側の入退

場ゲートのみとする。また、指定された場所以外からの入場を禁止する（＜３．その他＞参照）。 

（２）ウォームアップ場 

① 第１日〔龍北〕は野球場をウォームアップ場として利用できる。利用時は次の点に注意する。 

ア 利用時間は８時00分から17時00分までとする。 

イ 利用前にメインスタンド１階正面出入口で来場受付を済ませる。 

ウ 利用時は入口でチェックシートを審判員に提示し確認を受けてから入場する。 

エ 跳躍練習、投てき練習、スパイクを利用した練習はできない。 

オ 他人の怪我につながる可能性がある行為は禁止する。 

② 第２日〔刈谷〕はウォームアップ場を特に設定していない。 

（３）競技中におけるウォーミングアップについて 

① 競技場内は、競技および競技運営に支障のない場所でウォーミングアップを行ってもよい。 

② 競技場（ウォームアップ場）外でのウォーミングアップ時は、利用者の迷惑になる行為を禁

止する。 

４ 招集について 

（１）招集所は次の場所に設置する。 

第１日〔龍北〕 ・・・ メインスタンド１階ウッドデッキ（正面出入口付近） 

第２日〔刈谷〕 ・・・ 100mスタート地点後方の倉庫前 

 

 



（２）招集開始時刻・完了時刻は次のとおりとする。 

 招集開始 招集完了 

トラック競技 競技開始40分前 競技開始20分前 

フィールド競技 
棒高跳以外 競技開始50分前 競技開始30分前 

棒高跳 競技開始90分前 競技開始60分前 

（３）招集完了時刻に遅れた競技者は、該当種目については棄権とみなし処理する。 

（４）複数種目に出場する競技者で、出場種目の競技時間と別の種目の招集時間が近い場合は、招集

所で申し出ることにより複数種目の招集を済ませることができる。 

（５）競技を棄権する場合は、招集完了時刻までに招集所に申し出る。 

５ リレー競技について 

（１）オーダー用紙は、プログラム記載の時刻までに招集所へ提出する。 

（２）リレーメンバーの交代は、本大会にエントリーしている競技者からとする。 

６ アスリートビブス（ナンバーカード）について 

（１）ユニフォームの胸、背に確実に付ける。跳躍競技は、胸または背の一方のみでもよい。 

（２）トラック競技に出場する競技者には、写真判定用の腰ナンバー標識を招集時に貸与する。右腰

のやや後部につけ、明確に数字が見えるようにする。 

（３）腰ナンバー標識は、競技終了後直ちに係員に返却する。 

（４）5000m競歩の競技者は、腰ナンバー標識と同じ番号のアスリートビブスを用いる。 

７ 各種目の得点および表彰について 

（１）各種目の得点は、１位６点、２位５点、３位４点、４位３点、５位２点、６位１点とする。 

（２）学校対抗は男女それぞれ３位までに賞状と楯を、６位までに賞状を授与する。 

（３）トラックの部とフィールドの部は、男女それぞれ３位までに賞状を授与する。 

（４）各種目６位までに賞状を授与する。また、県大会出場資格者もできる限り賞状を授与する。 

８ 県大会について 

（１）各種目ともシードを除く６位まで（走高跳と棒高跳は６位６名）が県大会に出場できる。 

（２）次の種目の６位入賞者で、決勝記録が参加標準記録に到達していない場合は県大会に出場でき

ない。 

○ 5000m競歩  ・・・・・ 男子：28分以内 女子：33分以内 

○ ハンマー投 ・・・・・ 男子：33m以上  女子：23m以上 

（３）ハンマー投の６位入賞者で決勝記録が参加標準記録に到達していない競技者は、県大会予選と

してさらに３投の試技を行うことができる。この試技で参加標準記録に到達すれば県大会の出場

資格を有する。 

（４）県大会出場を辞退する場合は、引率教員（部顧問）が大会期間中に本部へ申し出る。 

（５）出場辞退があった場合は、順位にしたがい繰り上げて出場資格を与える。 

（６）県大会の申込は学校単位とし、申込一覧表と参加料（１名 700円）を大会終了までに本部へ提

出する。 

 

 



＜２．競技に関する内容＞ 

１ 競技の番組編成について 

（１）トラック競技の走路順とフィールド競技の試技順は、プログラム記載の番号順とする。 

（２）競技者の変更はいっさい認めない。 

（３）トラック競技の準決勝・決勝の進出者について 

① 同記録の場合は、写真判定主任が0.001秒の実時間を考慮して進出者を決定する。 

② 進出者のプラスアルファは記録のよい者から決定する。 

③ ①②によって進出者を決定できない場合は抽選を行う。 

④ 800m以上の種目において、プラスアルファの最終枠に同記録（着差なし）の競技者が複数と

なった場合、該当の競技者は次のラウンドに進出できる。 

⑤ 進出者はアナウンスにより発表する。また、ウェブサイトでも確認することができる。 

２ 競技用靴について 

（１）競技に使用できる競技用靴の靴底の厚さは、次の表に示すとおりとする。規格に合うもので競

技を行うこと。ただし、フィールド競技については本規定を適用せずに実施する。 

表１ 競技用靴の規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）審判長の判断により、競技終了後に靴底の厚さを計測することがある。計測の結果、違反が認

められた場合はその競技者を失格とする。 

（３）スパイクのピンの長さは９mm以下とする。ただし、走高跳とやり投は12mm以下とする。いずれ

の場合も本数は11本以内とする。 

３ 使用器具は、原則として競技場備え付けのものを使用する。ただし、棒高跳の「ポール」、やり投

の「やり」、ハンマー投の「ハンマー」は、検査を受けて使用することができる。 

４ 400mまでのレーンを使用する競技では、他の競技者の安全確保のためフィニッシュ後も自分に割

り当てられたレーン（曲走路）で減速し止まる。 

５ 800m競走を９名以上で行う場合について 

（１）外側のレーンから２名ずつ配置する（外側のレーンは曲走路が緩く比較的安全なため）。 

（２）原則として１～６レーンは１名ずつ配置する。 

（３）欠場者がいる場合は、レーンナンバーの若い順に内側から配置する。招集完了後にスタートす

るレーンを決定する。 

 

 

種　目 ソールの最大厚さ その他の要件／注意

800m未満のトラック種目

（ハードル種目を含む）
20mm

リレーにおいては、各走者が走る距離に応じ

て適用する。

800m以上のトラック種目

（障害物競走を含む）
25mm

リレーにおいては、各走者が走る距離に応じ

て適用する。競技場内で行う競歩競技の靴底

の厚さは、道路競技と同じとする。

道路競技

（競走、競歩）
40mm

フィールド種目

（三段跳除く）
20mm

全投てき種目と高さを競う跳躍種目および三

段跳を除く長さを競う跳躍種目に適用。

全フィールド種目で、靴の前の部分の中心点

の靴底の厚さは、踵の中心点の靴底の厚さを

超えてはならない。

三段跳 25mm
靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵の

中心点の靴底の厚さを超えてはならない。



６ 長距離種目の実施について 

（１）人数によってはグループスタートを実施する。実施時のグループは招集完了後に確定する。 

（２）気候によっては給水を行う。 

７ 競技打ち切り時間について 

競技運営上、次の種目において競技打ち切り時間を設定する。 

○ 男子5000m：20分   ○ 女子3000m：15分   ○ 男女5000m競歩：40分 

８ リレー競技のマークについて 

（１）競技場のものを使用する（各チームで準備したマークは使用禁止）。 

（２）使用したマークは、バトンを渡し終えた競技者が競技役員に返却する。 

９ 走高跳および棒高跳の競技開始のバーの高さ、バーの上げ方は審判員の指示により設定する。 

10 三段跳の踏切板は、砂場から男子11m、女子９mの地点に設置する。 

11 ハンマー投の６位入賞者で決勝記録が参加標準記録に到達していない競技者は、県大会予選とし

てさらに３投の試技を行うことができる。 

 

＜３．その他＞ 

１ 競技場の開門時間は７時30分（予定）とする。開門前に競技場へ入らないよう厳守する。また、

準備ができれば早めに開門する。 

２ 朝の入場時に人数が多くなる学校は、引率教員（部顧問）が入場者の体調等を事前に確認し、入

場者からチェックシートを一度回収し引率教員（部顧問）が一括で確認を受けるようにすること。 

３ 第１日〔龍北〕のグラウンド及びスタンド入場口等は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢メインスタンド２階出入口｣ 

※入場受付後に利用可 

｢入退場ゲート｣ 

※入場受付後に利用可 

｢メインスタンド１階正面出入口｣とその付近 

・招集所   ・学校受付   ・更衣室利用受付 

・入場受付(競技者、マネージャー、引率教員、競技役員、補助役員、補助員) 

※競技場到着後にチェックシートの確認を受ける（競技者は競技開始２時間前を原則） 

※競技者はこの出入口からグラウンドへは入場できない 

※１階ウッドデッキは緊急時の避難場所となる（各学校の控え場所は設置禁止） 

｢階段｣ 

スタンドとグラウンド間の 

移動時に利用可 

｢階段｣ 

スタンドとグラウンド間の 

移動時に利用可 

※マネージャーと引率教員はスタンド間の移動時を除きグラウンドレベルに降りてこない 



４ 第２日〔刈谷〕の競技場入場口は、８時30分頃までは北ゲート、８時30分頃以降はスタンド出入

口１か所とする。 

５ 各学校の待機場所は別途指定された場所を原則とする。 

６ 各学校の待機場所に関する注意事項 

（１）第１日〔龍北〕 

① メインスタンドの座席部分はテントの設営を禁止する。 

② メインスタンドの倉庫上及び２階ウッドデッキを待機場所とする学校はテントを設営して

もよい。ただし、設営する場合は風で飛ばされないように錘（おもり）等を必ず使用する。 

（２）第２日〔刈谷〕 

① 競技場外での待機場所の設置は絶対にしないこと。 

② メインスタンドでのテントの設営は禁止する。 

７ 競技中は正面本部前及びゴール付近の通行を禁止する。 

８ 競技終了後はすみやかに競技場を出ること。 

９ 大会中に発生した怪我等については、主催者で応急処置を行うが以後の責任は負わない。 

10 貴重品や衣服等の管理は、各学校・個人で責任をもって行う。 

11 本大会は清掃当番校の割り当てを行わない。（平成28年度の新人体育大会支部予選より清掃当番

校を設定している） 

12 各学校で出したごみは責任をもって持ち帰る。競技場周辺のごみ集積場等には絶対に捨てていか

ない。 

 13 本大会はYouTubeによるライブ配信を行う。ただし、技術的な問題が発生した場合は中止する。 


