
 			

2021 年度日本体育大学陸上競技選手権			

要項 			

 			
 			

1． 主   催   日本体育大学陸上競技部 			

 			

2． 運営協力   関東学生陸上競技連盟 			
 			 		

3． 期 		

 			

日   令和 3 年 10月 30 日（土）、31 日（日） 			

4． 場 		 所   日本体育大学健志台陸上競技場（143050） 			
 			

5． 競技種目   ＜男子 17 種目＞			

100m 200m 400m 800m 1500m 110mH 400mH  4×100mR 4×400mR  

100m+200m+300m+400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 やり投  

円盤投 十種競技			

	

 			

＜女子 17 種目＞			

100m 200m 400m 800m 1500m 110mH 400mH  4×100mR 4×400mR  

100m+200m+300m+400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 やり投  

円盤投	 七種競技		

	

      ※エントリー人数等により、エントリー時の日程と変更する場合があります。 

あらかじめ、ご了承ください。 

		 

6. 出場資格    2021 年度（財）日本陸上競技連盟登録者に限る。 			

            ※日本体育大学陸上競技部関係者以外の受付については以下の通りとする。 			

1） 投擲種目は先着順 20 名を受け付ける。		



2） 混成種目は記録上位 5 名を受け付ける。			

（資格記録は 2020 年 1 月 1 日からとする） 			

         3）100m+200m+300m+400mRの申し込みは受け付けない。 

 		

		

7. 参 加 料    １種目 1500 円  	混成種目・リレー種目 2000 円 			

※競技会が中止・中断した場合の返金は、一切行いません。 

あらかじめ、ご了承下さい。 			

  		
			
8. 申込方法    インターネット申し込み  			

（日体大競技会	|	日本体育大学陸上競技部	(nssu-athletic.com)）電話申込不可   			

 			

9. 競技方法    競技は 2021 年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会注意事項により実施す	

 る。 			

その他、競技中に発生した障害、疾病についての応急処置は主催者側で行うが、

それ以後の責任は負わない。2021 年度公益社団法人日本学生陸上競技連合普通

会員は、原則としてスポーツ安全保険に加入しているので、この保険が適用され

る場合がある。 			

ただし、新型コロナウイルス感染症は、スポーツ安全保険の適用対象外である。 			

 			

10. 確認事項         １)今後の情勢により開催が難しいと判断した場合、中止する可能性がある。 			

２） 今大会は無観客大会とする。 			

３） 参加選手およびコーチ・マネージャーに AD カードを発行する。 			

４） 来場する参加選手およびコーチ・マネージャーに参加同意書の提出を求め

る。 			

５） 来場する参加選手およびコーチ・マネージャーは大会前 2 週間の「【大会

前】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート」を大会

当日、大会本部へ提出しなければならない。 			

６） 大会参加時および居住地から会場への移動について、新しい生活様式、日本

陸上競技連盟陸上競技活動再開のガイダンス、関東学生陸上競技連盟の方

針、その他会場のガイドライン等を遵守し、特に 3 密回避行動を取り、大

会運営への協力ならびに感染防止に最大限努めること。 			



７） 大会当日および大会前 2 週間以内に以下の事項に該当する場合は、自主的

に参加・来場を見合わせる。 			

(ア)体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 			

(イ)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 			

(ウ)37.5 度以上の発熱が 4 日以上続いていた場合 			

(エ)政府から入国制限、入国後の要観察が必要な国、地域等への渡航又は当該

在住者との濃厚接触がある場合 			

８）大会終了後２週間は「【大会後】新型コロナウイルス感染症についての体

調管理チェックシート（別紙）」を用いて各自健康チェックを行うこと。 			

症状が４日以上続く場合は必ず最寄りの保健所、医師会、診療所等に報告 	

し、大会主催者にも報告すること。 		

９）待機中はマスクを着用し、レース後は手洗い・洗顔を徹底すること。  		

１０）競技会おいて収集された個人情報、科学的データ等は学術的目的のみ

に使用することを条件に提供することに同意する。	

 			

 			

 			

＜連絡先＞〒227-0035  		

神奈川県横浜市青葉区すみよし台		30－14 			

日本体育大学陸上競技部本部 		

主  務   髙鍋 空登・近内 かりん 		

	主務補佐 山脇 瑞生・林 ゆい	 	

TEL ０４５－９６２－０５２０ 			

FAX ０４５－９６２－０５４８ 			

     			

 			

 			

 			

 			

 			

 			



 			

 			

 			

 			

 			

＜競技会	申し合わせ事項＞	

 			

１． 本競技会は、2021 年度日本陸上競技連盟規則にて実施する。 			

     			

２． 			 トラック種目について 			

1)トラック種目においては、競技開始１時間前までに一次コールを１００ｍスタート地点にて

行う。 			

コール完了時間に遅れると、原則として当該種目を棄権したものとする。 			

2)競技開始 30 分～15 分前までに最終コールを当該種目スタート地点にて行う。また、棄権する選手	

は出発係まで申し出ること。 			

3)腰ナンバーカードは最終コールの際に配布する。 			

4)最終コール終了後はスタート地点で待機する。その後の行動により出場できなかった場合は自己責

任とし、原則として大会側は責任をとらないものとする。 			

 			
３． 			 フィールド種目について 			

フィールド種目においては、１次コールは行わず、競技開始３０分前に最終コールを現地にて行う。 			

三段跳びの踏切版は原則として男子は 12m、女子は 10m とする。 			

棒高跳びのポールの貸し出しは行わない。各自で用意することを前提にエントリーをすること。 			

業者等の手続きは一切行わないが、受け取りは行う。 			

 			
４． 			 リレー種目について 			

1)リレー種目においては、競技開始時刻の 1 時間前までにオーダー用紙を 1 次コールに提出するこ	

と。提出のない場合は原則として失格とする。 			

2)ユニフォームは同一のものを着用すること。同一でない場合は失格とする。 			

 			



5.   二次レースについて  			

1)トラック種目に限り、二次ﾚｰｽを実施する。受付は、大会本部にて各ﾚｰｽ開始次第随時行う。 			

最終組終了後 30 分で受付を終了する。 また、番組編成は本部にて行う。 			

2)料金は 1 種目 2000 円とする。 			

3)800ｍ･1500m の二次ﾚｰｽは実施しない。 			

4)二次ﾚｰｽのみのエントリーは行わない。ただし、当該種目ではない他の種目に出場している場合は

出場を認める。  例.100m 出場→400m の 2 次にエントリー  5)二次ﾚｰｽはバックストレートで行う場合

がある。競技開始時間の変更があった場合はアナウンスによって連絡をする。 			

 			

6．  ナンバーカードについて 			

1)ナンバーカードの大きさは B５版で、数字は太く、審判が明瞭と判断できるものを男子は黒字、女子

は赤字で各自用意する。 			

2)使用済みゼッケンの裏面、テーピングやテープを貼ったゼッケン等を使用することは、写真判定の正

確性が損なわれる為一切これを禁止とする。 			

3)ナンバーカードを用意できない場合は当日、大会本部にてナンバーカード用布を\200,安全ピンを			

\100 で販売する。油性ペンの貸し出しも行っている。 			

 			

7．  競技中の事故に関しては、応急処置は行うがその後の責任は一切負わない。 			

 			

8．  記録証は１枚￥３００とし、発行希望者は本部まで申し出ること。 			

 			

9.  本競技会の記録公認申請は 11 月 3 日までに行う。  		

 			

10．  その他 			

     1)車両申請はエントリー時に行う。その後の申請は一切受け付けない。 			

校内外に無断で駐車され通報があった場合は、次回以降の出場を認めない。 			

2)盗難･紛失について大会側は一切の責任を負わない。 			

3)盗難･盗撮をみつけた場合はただちに大会本部が確認のうえ警察に通報する。 			

4)出場人数によって種目の開催日が変わる場合がある。 			

5)ごみは必ず各自持ち帰ること。 			



6)原則として、大学施設内への侵入を禁止とする。大会側の指定した施設を利用すること。 			

7)その他、不明な点は大会本部まで問い合わせること。   			

 			

 			

 			

 	 			


