
第 134 回日本体育大学陸上競技会 

要 項 

1. 主  催          日本体育大学 

       特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟(JIDAF) 

       公益財団法人東京陸上競技協会 

 

2. 運営協力   関東学生陸上競技連盟 公益財団法人日本陸上競技連盟 

         東京都障害者スポーツ指導者協議会 

 

3.    期  日   令和 4 年 3 月 25 日（土）、3 月 26 日（日） 

              

4. 場  所   日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 会場コード：143050   

        

5. 競技種目   ＜男子 1 種目＞        ＜女子 1 種目＞ 

         棒高跳            棒高跳 

        ※以上は WRk 申請該当種目とし、26 日(日)に学内関係者のみで行う。 

 

         ＜オール陸上対象種目＞ 

      （立位・座位）【男子】砲丸投、円盤投、やり投 

              【女子】砲丸投、円盤投、やり投 

         ＜パラ種目＞ 

      （立 位）【男子】４００ｍ、走幅跳（視覚障害含む）、走高跳 

            【女子】４００ｍ、走幅跳（視覚障害含む）、走高跳 

 

6. 出場資格  １）2022年度（社）日本陸上競技連盟登録者 

        ２）パラ種目においては、2022年度（社）日本陸上競技連盟登録者 

          かつ 2022年度日本パラ陸上競技連盟、IPCに登録している者 

 

7.  参加料      ・１種目  1500 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. 競技方法  １）2022 年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会申し合わせ事項に

より実施する。 

    

・エントリー期間    ２月１８日(土)～３月３日(金) 23:59まで 

 

２）申込内容   令和 4 年 1 月 1 日～令和 5 年 3 月 2 日に開催された

競技会での記録を参考記録とする。 

３）申込方法   

①棒高跳種目 

 学内にて行う 

②オール陸上対象種目及びパラ種目 電話申込不可 

日体大競技会 HP より、所定の参加申込書に必要事項を記入し、期間

内にメール(宛先：nittai-honbu@d02.itscom.net)で申し込むこと。 

また、エントリー期間内に振り込みを行うこと。振込先は HP 参照 
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・駐車申請について  

車両で来校する場合は、①来場する日付、②車種、③車両ナンバー、④運転

者名、⑤当日連絡のつく連絡先を 3 月 19 日(日)23:59 までにメール(nittai-

honbu@d02.itscom.net)まで、上記の内容で必ず申請を行うこと。 

その際、件名を「第 134 回日体大競技会 駐車申請」として下さい。 

        それ以降の申請は一切受け付けない。 

 

9. 出場制限    ①オール陸上及びパラ種目は、一人 2 種目以内とする。 

       ②投擲種目・・・全種目の参加者数４０～４５名 

        跳躍種目・・・走幅跳５～６名、走高跳 1 名 

        ４００ｍ・・・男女１組ずつ 

       （オール陸上及びパラ種目すべて） 

       ③棒高跳種目は学内関係者のみとする。 

      ※種目の参加人数が超過した場合は、資格記録にて参加を確定する。 

       HP に掲載されるプログラムにて、出場の可否をご確認ください。 

 

10．その他   

１）大会当日のエントリーは、不可とする。 

２）競技日程及び番組編成は３月１０日（金）に HPにて掲載する。 

  パラ種目に関しては、25日のみの開催となる。 

３）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が行う。それ以降の責任は

負わない。但し、2022 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ため、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。 

４）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、その他競技

会運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

５）本大会は競技会最終種目終了後 24 時間以内に公認競技会申請する。 

６）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。 

７）今大会は無観客大会とする。 

８）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。 

９）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。 

１０）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。                          

１１）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。 

１２）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 

１３）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。 

１４）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。 

 

  以下パラ種目のみに適応する。 ※2/13 変更あり（クラス分けは今回行いません。） 

  WPA エンドース大会として実施するので IPC 登録者の記録は WPA のランキング対象 

となる。 
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１５）競技に必要な用具および道具（例：ガイド・アシスタント用ビブス・アイマスク・ 

ヘルメット、テザー等）は各自で用意すること。主催者は一切用意しない。 

１６）オール陸上種目に出場するアスリートのアスリートビブス(ナンバーカード)は、主催

者が用意する。パラ種目に出場するアスリートのアスリートビブスは各自で用意する。  

１７）ドーピング検査を行うので、指名された競技者は、指示に従うこと。 

 

 

11． 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 

        日本体育大学陸上競技部 主務 山脇 瑞生・林 ゆい 

                       有川 功一・永瀬 あい    

        TEL   045-962-0520   FAX   045-962-0548 

        E-mail   nittai-honbu@d02.itscom.net 

※オール陸上競技記録会については、東京陸協の HP にて要項をご確認ください。 
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＜競技会 申し合わせ事項＞ 

    

１．  本競技会は、2022 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 

本部受付横：一次コールにて行う。    

コール完了時間に遅れると、当該種目を棄権したものとし、 

出場は受け付けない。 

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。    

三段跳びの踏切板は、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・手配を行い、エントリーをすること。    

（受け取りのみ行い、業者等の手続きは一切行わない。）    

    

 

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 本部受付に

提出すること。提出のない場合は原則として失格とする。    

４名全員で、競技開始３０分前に最終コールをスタート地点にて行う。 

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     

   本大会の二次レースは、本学関係者のみの実施とする。    

 

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. 開門・入構開始：6 時 30 分、受付開始：7 時 00 分とする。 

10．  その他    

     1)車両申請はエントリー時に行う。 

校内外に無断で駐車されている場合は、次回以降の無期限で出場を認めない。    

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)ゴミは必ず各自で持ち帰ること。    

6)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。    

米本体育館側入口(200m スタート地点)からの入場は禁止とする。 

注意後も通行を発見した場合、次回以降無期限で出場を認めない。 

7)その他、不明な点は大会本部まで問い合わせること。 

 

11.連絡事項 

 ☆選手待機場所について 

  選手待機場所として、４号館を開放する。４号館内の表示に従って指定された教室を

使用すること。トイレについても４号館を使用すること。百年記念館・米本体育館な

ど指定外の施設の使用は禁止とする。 

 


