
競 技 注 意 事 項
１ 規則について

本競技会は２０１６年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会要項によって実施します。また、小学生につい

ては児童であることを考慮して、教育的配慮のもとに行います。

２ 受付について

(1) 競技者受付は正面スタンド入口脇の競技者インフォメーション(ＴＩＣ)にて行う。受付の際には、ナンバーカ

ード、プログラムを配布します。

(2) プログラムに記載ミス（氏名、フリガナ、学年、所属等）があった場合には、８時３０分、または出場する競技

の２時間前までにＴＩＣに申し出ること。記録確定以後の訂正（賞状・記録証の訂正を含む）には、一切応

じません。なおプログラムの記載事項は、申込の際に送信されたデータをそのまま使用しています。

(3) プログラムは残部がある場合に限り、ＴＩＣで販売いたします。

３ ナンバーカードについて

(1) ナンバーカードは主催者が用意します。胸と背部用に２枚配布します。

(2) ナンバーカードはそのままの大きさで胸と背に確実につけてください。跳躍競技に出場する競技者は

胸または背のどちらか一方でかまいません。

(3) 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を貸与しますので、パンツの右側の上

部、やや後ろにつけてください。（リレー競技の場合はアンカーだけ腰ナンバーを使用します。）なお、

腰ナンバーは競技終了後その都度、フィニッシュ地点付近で競技役員に返却してください。

４ 練習について

(1) 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場（以下、駒沢競技場）には補助競技場がないため、本競

技場内で練習を行うことができます。

(2) 練習はすべて係員の指示に従い、指定された場所・時間の範囲内で行うこと。ただし、競技の運営上、

練習を制限することがあります。練習中は各々が事故防止に万全を期すこと。

(3) 周回レースが行われていない時間帯については、バックストレートを開放します。

(4) ハードルの設置は以下のとおりとします。

競技種目 練習場所 設置時間

男子 110ｍＨ

ホームストレート（８レーン） １日目  ８：３０～ ９：１０

バックストレート（８レーン） １日目 １３：００～１３：３５

女 子 100ｍＨ
ホームストレート（６レーン） １日目  ８：３０～ ９：１０

バックストレート（６レーン） １日目 １３：００～１３：３５

(5) フィールド競技の練習は競技役員の指示に従って、競技開始前に各々の競技場所で練習を行うこと。

練習に必要な用器具は主催者が準備します。

５ 招集について

(1) 招集所は１００m スタート地点脇のダッグアウト内に設けます。

(2) 各種目の招集の時刻は、競技開始時刻を基準として下記のとおりです。    



トラック

競技

区分 種  目 組 招集開始時刻 招集完了時刻

小学

６０ｍ決勝

１００ｍ予選

４×１００ｍＲ予選・決勝

３０分前 ２０分前

１００ｍ決勝 ２０分前 １５分前

中学

及び

高校･

一般

１００ｍ予選

４×１００ｍＲ予選

１組～８組

９組～１６組

１７組～

３０分前

２０分前

競技開始時刻

２０分前

１０分前

競技開始10分後

１００ｍ準決勝

１１０ｍＨ予選

１００ｍＨ予選

８００ｍ決勝

１５００ｍ決勝

４×１００ｍＲ決勝

４×４００ｍＲ予選

４×４００ｍＲ決勝

３０分前 ２０分前

３０００ｍ決勝

１組・２組

３組・４組

５組

３０分前

１０分前

競技開始10分後

２０分前

競技開始時刻

競技開始20分後

１００ｍ決勝

１００ｍＨ決勝

１１０ｍＨ決勝

２０分前 １５分前

フィール

ド

競技

区分 種  目 招集開始時刻 招集完了時刻

小学 走高跳決勝 走幅跳決勝 ３０分前 ２０分前

中学 走幅跳予選 ５０分前 ４０分前

中学

高校・

一般

走高跳決勝

走幅跳決勝
４０分前 ３０分前

(3) 招集は本人のみで、代理人による招集は認めません。ただし、同時に２種目出場するものは、事前に

その旨を競技者係及び審判員に申し出て競技に参加してください。

(4) リレーのオーダー用紙はその種目の第１組の招集開始時刻の６０分前までに競技者係（招集所）に提

出してください。（オーダー用紙は招集所に用意してあります。）

(5) 招集に遅れた者は失格になりますので、時刻を厳守してください。

(6) 招集所へは、競技に出場する際のナンバーカードをつけたランニングまたはＴシャツを着用して集合し

てください。

６ 競技について

(1) 本競技場は全天候舗装のため、スパイクについては競技規則第１４３条を参照してください。また、素

足での出場は火傷の危険があるため禁止します。

(2) トラック競技のレーン順、及びフィールド競技の試技順は、プログラム記載順とします。

(3) レーンを使用する競技では、競技者の安全のため、フィニッシュライン通過後も自分に割り当てられた

レーンを走ってください。



(4) スタートについて

【小学】全国小学生陸上競技交流大会のルールに準じます。（スタートは日本語で行います。同一人が

２回不正スタートをした場合は失格とします。ただし、競技には参加させ記録は参考記録としま

す。）

【中学】【高校・一般】英語で行います。不正スタートの責任を有する競技者は失格とします。

(5) 小学生のスタートはクラウチングスタートでもスタンディングスタートでもかまいません。

(6) 小学生の部のスターティングブロックの使用は５年、６年１００ｍ、共通４×１００ｍＲの決勝のみとしま

す。

(7) 【中学】【高校・一般】は、スターティングブロックのセッティングは、速やかに行ってください。

(8) トラック競技の決勝進出者をタイムにより決定する場合、同記録がありレーンが不足するときは、写真

判定主任が同記録者の写真を拡大して進出者を決定します。それでも決まらないときは抽選を行いま

す（競技規則第 167 条）。

(9) 中学 1 年女子８００ｍはオープンスタートで行います。

(10) 中学３０００ｍはグループスタートで行います。

(11) 中学３０００ｍは競技進行上、１３分を超えた場合には競技を中断してもらうことがあります。

(12) ハードル競技は以下の規格により行います。

種   目 ｽﾀｰﾄ～第１ﾊｰﾄﾞﾙ 高 さ ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 台数 最終ﾊｰﾄﾞﾙ～ﾌｨﾆｯｼｭ

中学男子１１０ｍＨ １３．７２ｍ ９１．４㎝ ９．１４ｍ １０台 １４．０２ｍ

中学女子１００ｍＨ １３ｍ ７６．２㎝ ８ｍ １０台 １５ｍ

(13) リレーのメンバー変更について

【小学】【中学】申込時のメンバーの範囲内とします。

（リレーメンバー変更についての競技規則１７０条１０は適用しません。）

【高校・一般】どのラウンドにおいてもメンバーのうち少なくとも２人は、そのリレーに登録した競技者でなけ

ればなりませんが、その条件を満たせば、同一団体で、他の種目にエントリーしている競技

者を出場させることも可能です（競技規則第１７０条１０）。ただし、複数のリレーチームをエン

トリーしている団体の場合、他のリレーチームに登録している競技者を出場させること（例．Ｂ

チームに登録している競技者をＡチームで出場させること）はできません。

(14) 【中学】［低学年］４×１００ｍＲは、２年生２名、１年生２名で走るものとします。

(15) リレーにおける第１，第２，第３走者はテークオーバーゾーン内でバトンパス完了後も自分のレーンにと

どまってください。

(16) リレーのスタート用マークは各チームで用意し、レース終了後も必ず各チームで外してください。

(17) 跳躍競技で使用するマークは主催者で用意します。

(18) 競技で使用する用器具は競技場備え付けのものに限ります。

(19) 走高跳のバーの上げ方は以下のとおりです。

練習 1 2 3 4 5 6 7

小学５・６年男子 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 以後最後の1人になるまで5cmきざみ

小学５・６年女子 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 以後最後の1人になるまで5cmきざみ

中学男子 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 以後最後の1人になるまで3cmきざみ

中学女子 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 以後最後の1人になるまで3cmきざみ

高校･一般男子 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 以後最後の1人になるまで3cmきざみ

高校･一般女子 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 以後最後の1人になるまで3cmきざみ

(20) 小学生の走高跳の跳び方は「はさみ跳び」とします。マットへの着地は足裏からとし、背・腰からの着地

は無効試技となります。



(21) 小学生の走幅跳は、３回の試技となります。

(22) 中学生の走幅跳の予選通過記録は以下のとおりとします。予選通過記録に達した競技者が１２名に

満たない場合は、記録上位者１２名が決勝に進出するものとします。

    予選通過記録 中学男子：５ｍ５０ 中学女子：４ｍ５０

７ 表彰

(1) 各種目第１位～第８位に賞状を授与します。

(2) 各種目第１位～第３位の入賞者は表彰を行いますので、競技終了後ただちに正面スタンド下表彰席に

集合してください。

(3) 各種目第４位～第８位の入賞者は、賞状を表彰係に取りに来てください。

８ 商品名のついた衣類やバッグ類等について

   競技場に商品名のついた衣類やバッグ類等を持ち込む場合、「競技会における広告および展示物に関

する規程」を遵守してください。競技役員から指摘・指導された場合は、その指示に従い、テープ等を貼って

隠してください。

９ その他

(1) 競技中において、競技場内のスタンド下ダッグアウトからの助言（指導）は禁止します。

(2) 競技場内での練習は、すべて競技役員の指示に従ってください。

(3) 競技中の事故については、主催者で応急処置はしますが以後の責任は負いません。

(4) 更衣室は男女別の表示に従って、更衣にのみ使用してください。また更衣室には荷物を置かないでく

ださい。

(5) 盗難防止のため、貴重品は各自で保管してください。また、スタンドでの盗難・置き引きには十分注意

してください。

(6) ゴミは必ず自宅まで持ち帰ってください。（競技場及びその周辺、駅などに捨てていかないでくださ

い。）

(7) 届けられた拾得物については、競技者インフォメーション（ＴＩＣ）にて競技会終了時まで保管します。

それ以降については、２０１６年７月２２日（金）まで東京陸上競技協会事務局にて保管します。それま

でに申し出のない場合、拾得物は処分します。

(8) 記録証は１部３００円で発行します。希望者はＴＩＣまで申し出てください。

(9) 本競技会１日目（６月２５日）の競技終了後、同会場にて「駒沢陸上記録会」（１００００ｍの記録会）が

開催されます。

練習について
競技会において練習中の事故が発生しています。事故が起きないように十分に注意してください。

(1) 小学生は必ず指導者、あるいは保護者がついて行う。

(2) マーシャル、練習場係の指示に従う｡

(3) 逆走しない。

(4) 走り終わってすぐに左右に曲がらない。後方を確認してから走路外に出る。

(5) 走路上で立ち止まらない。

(6) 走路を横切るときは左右を確認する。

(7) お互いに譲り合って練習する。

(8) フィールド競技の練習は、競技開始前に競技役員の指示に従って行う。


