
2021年度 北海道学連中長距離競技会  

競技会コード：21 6506 01 

競技場コード：011010 

 

1. 主   催：北海道学生陸上競技連盟  

  

2. 開催協力校：北海道教育大学 

  

3. 運営協力：札幌陸上競技協会  

  

4. 期    日：令和 3 年 7月 3 日(土)  

  

5. 場    所：札幌市厚別公園陸上競技場  

  

6. 競技種目  

〈男子 4 種目〉  

    800m 1500m 5000m 5000mW 

   〈女子 4 種目〉  

    800m 1500m 5000m 5000mW 

  

7. 競技日程詳しい競技日程については、開門時間等と併せて、競技会の 1 週間前には参

加大学に連絡する。  

また、学連ホームページ上でも発表する。  

  

8. 出場資格  

令和 3 年度北海道学生陸上競技連盟登録者に限る。  

  

9. 競技規則  

令和 3 年度日本陸上競技連盟規則、ならびに本競技会申し合わせ事項による。  

  



10. 参加料  

1種目 500 円  

  

11. 申込期間  

6 月 16 日(水)から 6 月 23 日(水)まで  

  

12. 申込方法  

1 アスリートランキング(http://www.athleteranking.com/)よりエントリーするこ

と。  

2 エントリーの際には、2021 年度割り当ての ID・パスワードが必要となる。また、

所属団体等に割り当てられている 2021 年度ナンバーカードのナンバー入力が必要

となる。学校ごとに割り当てられた番号でエントリーすること。割り当てがない参

加希望者は、メール（hokkaido.gakuren10@gmail.com）に団体の代表者より個別に

連絡して行うこと。  

3 申込締め切り(6 月 23 日(水))までにアスリートランキングに入力完了すること。

但し、期限内のエントリーを経て、運営上支障がなく追加のエントリーが可能な場

合は大会 6 日前目安にアスリートランキングにて種目と人数を公表し、追加のエ

ントリーを許可することがある。その公表をもって受付開始とするので希望者はメ

ールで種目・名前・学年・ゼッケン番号・所属を必ず記載の上、連絡する。先着順

で上限に達し次第打ち切りし、締切は競技会当日の前日の 14 時までとする。エン

トリー料金は正規料金の 2 倍とする。  

4 参加料は必ず以下の振込先へ納入すること。  

振込金受領書は払い込みの確認に使うことがあるので、保管しておくこと。  

なお、振込期限は申込締切と同じく 6 月 23 日(水)とする。  

〔振込先〕ゆうちょ銀行 02730-1-12927 北海道学生陸上競技連盟  

※通信欄には団体名・参加料の合計を記入すること。  

5 領収書の発行を希望する場合は、その旨を通信欄に明記すること。競技会当日、本

部受付にて発行する。  

  

13. 棄権  

競技会当日、やむなく棄権する場合は、本部受付にある棄権届けに記入し、招集完了

時刻までに本部受付及び招集所の競技者係に届けること。  
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14. 問い合わせ先  

〒060-0061  

北海道札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 7 番地愛生舘ビル 5 階  

北海道学生陸上競技連盟 競技会係  

Tel : 011-200-5401  

Fax : 011-200-5402  

E-mail : hokkaido.gakuren10@gmail.com 

       : hokkaido.gakuren.corona@gmail.com (新型コロナ関連連絡先) 

  

15. その他  

1） 競技会参加者はナンバーカードを各自用意する。 

2） 競技会参加者は新型コロナウイルス感染症予防のガイダンスを遵守すること。 

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で行うが、それ以後

の責任は負わない。ただし、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。  

4） 大会後に新型コロナウイルスに罹患した等の連絡をする際は「14．お問い合わせ

先」の新型コロナ関連連絡先 hokkaido.gakuren.corona@gmail.comに連絡してく

ださい。 

5） 参加校にはその出場人数に応じて補助員・審判等を依頼する場合があります。円

滑な競技会運営のため、ご協力をお願い致します。 

6） 大会の写真･映像･記事･個人記録などは、主催者及び主催者が承認した報道関係

者等が、大会プログラム･ポスター及びテレビ･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。 

7） 自然災害、事件・事故及び疾病等により、大会が中止または延期となった場合の

参加料は返金しません。但し、一定期間事前に中止又は延期が決定された場合に

は参加料の全額又は一部を返金することがあります。 
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第 33回出雲全日本大学選抜駅伝競走 北海道予選会 

競技会コード：21 6108 01 

競技場コード：011010 

 

1. 主 催 : 北海道学生陸上競技連盟  

 

2. 開催協力校 : 北海道教育大学  

 

3. 運営協力 : 札幌陸上競技協会  

 

4. 期 日 : 令和 3 年 7 月 3 日(土)  

 

5. 場 所 : 札幌市厚別公園陸上競技場  

 

6. 競技種目：男子 5000m  

 

7. 競技日程  

詳しい競技日程については、開門時間等と併せて、競技会の 1週間前には参加大学に連絡

する。 また、学連ホームページ上でも発表する。 

 

8. 競技方法及び選考方法  

1) 1チーム 10名のエントリーを行い、6名の出場とする。  

2) 1校 2名ずつ、3組でレースを行う。6名の合計タイムの上位 2校を第 33回出雲全日本

大学選抜駅伝競走への推薦対象校とする。なお、2校目が同タイムの場合は、当該大学代

表者の抽選により、推薦対象校を決定する。 

 

9. 参加資格 

1) 令和 3 年度北海道学生陸上競技連盟男子登録者に限る。  



2) エントリーは 1校 1チームとする。  

3) 留学生はエントリー2名以内、出場 1名以内とする。 

 

10. 競技規則 

令和 3 年度日本陸上競技連盟規則、ならびに本競技会申し合わせ事項による。 

 

11. 参加料 1チームにつき、5,000 円とする。 

 

12. 申込期間 

6 月 16 日 (水) から 6 月 23 日 (水) まで 

 

13. 申込方法 

1) 申込用エクセルファイルは、要項と一緒に各大学に配布する。また、本学連のホーム

ページからも取得できる。  

※入力には Microsoft Excelが必要となります。  

2) 申込に際しては配布した申込用エクセルファイルに必要事項をすべて記入し、電子メ

ールにエクセルファイルを添付して申し込む。 紙媒体を郵送しての申込は受け付けな

い。(紙郵送を希望する場合は別途連絡すること)  

3) 申込締め切り(06 月 23 日(水))までにエントリー完了すること。  

4) 参加料は必ず以下の振込先へ納入すること。  

振込金受領書は払い込みの確認に使うことがあるので、保管しておくこと。なお、振込期

限は申込締切と同じく 06 月 23 日(水)とする。  

〔振込先〕ゆうちょ銀行 02730-1-12927 北海道学生陸上競技連盟  

※通信欄に団体名・参加料の合計を記入すること。  

5) 領収書の発行を希望する場合は、その旨を届け出ること。競技会当日、本部受付にて

発行する。 



 

14. 注意事項 

エントリーは正競技者 6 名、補欠競技者 4 名の合計 10 名とする。オーダーの提出（走

るメンバーとその組）は大会前日 12時までに指定のエクセルファイルにて弊連盟までメ

ールにて行うこと。その後の変更については、医師の診断書を添えて併催の北海道学連中

長距離記録会の競技開始 1 時間 30 分前までに大会本部にて行うこと。変更は正競技者

と補欠競技者との交替のみとし、正競技者間での交換は認めない。なお、補欠競技者は併

催の北海道学連中長距離競技会 5000ｍへ自動的に追加出場となる。その際の料金はかから

ない。 

 

15. 問い合わせ先 

〒060-0061  

北海道札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 7 番地愛生舘ビル 5 階  

北海道学生陸上競技連盟 競技会係  

Tel : 011-200-5401  

Fax : 011-200-5402  

E-mail : hokkaido.gakuren10@gmail.com 

       : hokkaido.gakuren.corona@gmail.com (新型コロナ関連連絡先) 

 

16. その他 

1） 競技会参加者はナンバーカードを各自用意する。 

2） 競技会参加者は新型コロナウイルス感染症予防のガイダンスを遵守すること。 

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で行うが、それ以後の責

任は負わない。ただし、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。  

4） 大会後に新型コロナウイルスに罹患した等の連絡をする際は「14．お問い合わせ先」

の新型コロナ関連連絡先 hokkaido.gakuren.corona@gmail.comに連絡してください。 



5） 参加校にはその出場人数に応じて補助員・審判等を依頼する場合があります。円滑な

競技会運営のため、ご協力をお願い致します。 

6） 大会の写真･映像･記事･個人記録などは、主催者及び主催者が承認した報道関係者等

が、大会プログラム･ポスター及びテレビ･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。 

7)  自然災害、事件・事故及び疾病等により、大会が中止または延期となった場合の参加

料は返金しません。但し、一定期間事前に中止又は延期が決定された場合には参加料の全

額又は一部を返金することがあります。 


