
競技注意事項について 

 

＜アスリートビブスについて＞ 

北海道学連加盟校はいつも使用している北海道学連の学連ビブスを使用してください。 

東北・北信越学連加盟校は当日朝に学校ごとに一括で受付にてビブスを配布しますので受

付にお越しください。 

ビブス番号は当日朝の受付にて配布されるプログラムを参照し確認してください。開門し

次第学校受付を開始いたしますのでお越しください。 

配布したビブスは全競技終了後に回収します。学校ごとにまとめて受付に返却してくださ

い。 

 

以下のものは各自で用意してください。 

・安全ピン 

・腰ナンバー標識 

（準決勝・決勝の分も必要です。 

4×400mR については 2 走、3 走は 2 枚必要ですので注意してください） 

忘れた場合や、準備するのが難しい場合は貸し出しますので早めに申し出てください。 

 

・リレー種目の腰ナンバー標識 

4×100mR 

 → 1 走から 4 走まで全員右側につけてください（1 枚必要です）。 

4×400mR 

→ 1 走と 4 走の選手は右側につけてください（1 枚必要）。 

2 走と 3 走の選手は左右両方につけてください（2 枚必要）。 

 

・女子 10000m、女子 10000mW 

 → 各自のレーンナンバーに 20 を足した数字を胸・背部につけてください。 

 

＜点呼について＞ 

競技場エントランスにて 1 次点呼を行います。 

時間までに 1 次点呼を完了しなかった場合、棄権したものとみなされます。点呼漏れのな

いように十分注意してください。 

 



以下の競技は掲示されたスタートリストへの〇つけを完了することで 1 次点呼とします。 

・1500m 以下のトラック競技（競技開始 40 分前まで） 

・リレー種目（競技開始 40 分前まで） 

・棒高跳を除くフィールド競技（競技開始 40 分前まで） 

・棒高跳（競技開始 70 分前まで） 

 

以下の競技はシューズの厚さ検定、レーンナンバーの書かれたビブスの配布をもって 1 次

点呼とします。 

・3000m 以上のトラック競技（競技開始 40 分前まで） 

 

リレー種目に関しましては、1 次点呼終了時刻の 1 時間前までにオーダー用紙を記入し競技

者係に提出してください。 

 

＜跳躍競技におけるバーの高さについて＞ 

進行上の都合により、バーの開始高さを下げることはいたしません。ご了承ください。 

 

  



＜短距離種目の逆走について＞ 

200m 以下の短距離・ハードル種目に関しては、バックストレートにて逆走で実施する可能

性がありますのでご留意ください。 

逆走を行うかどうかの決定は現地集合時刻の 30 分前までに行い、アナウンス等で周知いた

します。 

 

＜男子 4×400mR について＞ 

男子 4×400mR は 3 組 19 チームでタイムレース決勝を行う予定です。 

ただし、当日であっても 1 チーム以上の棄権が確定した時点で再度タイム順に番組編成を

行い、2 組でのタイムレース決勝とします。 



性別 種目 組 レーン 氏名 大学

1 2 千葉　尊 宮城教育大学

5 3 工藤　岳太朗 北教大旭川

2 横溝　陽冬 北翔大学

8 鈴木　慎太郎 東北学院大学

2 小林　大夢 札幌国際大

7 高井　智基 金沢星稜大学

2 嶋　俊裕 北星学園大学

9 吉田　陸人 東北大学

7 6 徳丸　颯馬 室蘭工業大学

6 井上　良希 北翔大学

15 Wangu IBRAHIM 札幌学院大学

3 15 下門　弥央 富士大学

5 村上　一大 札幌学院大学

11 日野　皓生 星槎道都大学

18 飯田　幹起 山形大学

400mH 1 2 津田　典秀 岩手大学

1 5 齋藤　匠真 酪農学園大学

7 西塚　璃純 札幌学院大学

10 早川　拓海 札幌学院大学

6 小野　舜貴 岩手大学

21 芦田　晴斗 弘前大学

29 安部　颯斗 福井工業大学

棒高跳 4 山田　泰雅 北海道大学

ハンマー投 4 大日方　栄貴 長野高専

100m 3 8 酒井　毬名 北海道大学

400mH 1 6 遠藤　柚希 北翔大学

1 長谷川　日菜 石巻専修大学

7 水戸部　結衣 北翔大学

16 森　愛夏 北教大旭川

18 上遠野　優月 仙台大学

10000m 1 4 武内　わかな 東北福祉大学

棒高跳 1 佐藤　悠香 新潟医療福祉大学
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性別 種目 組 レーン 氏名 大学

1 高井　智基 金沢星稜大学

9 田代　大和 北翔大学

6 5 髙橋　和真 長野高専

1 塚村　航大 東北学院大学

4 髙橋　一輝 長野高専

2 牧谷　侑 酪農学園大学

9 佐藤　大輝 札幌国際大

17 杉山　大輔 東北大学

3 黒崎　遥斗 福島大学

10 Wangu IBRAHIM 札幌学院大学

2 9 柏葉　聡太 東北学院大学

4 3 田口　博敏 北教大函館

7 芳賀　崇斗 岩手大学

13 小野　光輝 東海大学北海道

走高跳 19 風山　瑠希亜 新潟医療福祉大学

3 中嶋　洸輔 金沢星稜大学

20 伊藤　千颯 北教大岩見沢

5 大日方　栄貴 長野高専

15 中町　真澄 新潟医療福祉大学

100mH 1 5 高橋　明音 北海道大学

800m 1 2 森　愛夏 北教大旭川

三段跳 6 藤本　悠巴 仙台大学

性別 種目 組 レーン 氏名 大学

13 三浦　竜輝 仙台大学

19 石坂　巽海 松本大学
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連絡事項 

 

<AD カードについて> 

今大会では AD カードによる入場管理を行います。すでに送付済みですので、まだ届いて

いない学校は代表者会議終了後、本学連にメールしてください。 

当日になって AD カードの中身が足りない等あれば本部までお越しください。 

選手、監督の AD カードにつきましては、一日目の午前の入場に限り、ケースがなくても中

身を提示することで入れるようにします。（各校遅れてくる人がいると思われるため） 

（後述する一斉入場はこれに当てはまりません） 

ケースに入った AD カードを持たずに来場した方の入場はお断りさせていただきますので、

お手数ですが競技場内にいらっしゃるどなたかが一度競技場外へ出てケースをお渡しする

よう事前にご連絡ください。 

二日目に新しく来る方には、既に AD カードケースを持って入っている方が入口まで届け

てくださいますようお願いします。 

 

<入場について> 

今大会は、5 分おきに昨日お送りした表のとおりに学校ごとに順次入場していただきます。 

入場時間より前に AD カードのケースを配布いたしますので、少し早く来場し、少なくと

も入場者分の AD カードをあらかじめ製作してください。 

自校の入場時間に間に合わなかった学校につきましては、用意でき次第、次のグループと一

緒に入場していただきます。 

補助員集合、最初の種目のアップ等がない学校は、陣地を設営できるなるべく少ない人数で

入場していただけるとありがたいです。 

残りの部員の一時待機場所として補助競技場を利用できます。（補助競技場への陣地取りは

できません。） 

全学校が軒並み入場したら、未入場の残りの方々の入場を行うこととします。 

（目安としては 7:45 の入場を予定しております。） 

 

入場時刻に間に合わない場合は、第 1 ゲート（担当者がいない場合は受付）にて AD カー

ドケースの配布を行いますのでお声かけください。 

  



<陣地取り可能な範囲について> 

大会会場となる厚別陸上競技場は、周囲の土地は市の管轄とする公園となっており、今回借

りているのは競技場内及び 2 階メインスタンド裏の通路のみとなっております。 

参加校数、人数ともに大規模の大会となっておりますので、陣地の譲り合いにご協力くださ

い。 

なお、一日目と二日目の間にテープやスズランテープによって陣地を確保する行為は禁止

といたします。 

 

<大会期間中の荷物について> 

一日目と二日目の間には、テント、大きいクーラーボックスなど持って帰ることが難しい物

品につきましては、1500m スタート地点の近くやバックストレートの外側のダックアウト

に置くことができます。レジャーシートなど、翌日の場所取りに利用するものは持って帰る

ようにお願いいたします。 

一日目の全競技終了後に、放送にて荷物の回収の時間を指定いたしますので、そちらにお越

しください。予定では市原が対応いたします。 

各荷物には何かしら学校名がわかるものをつけていただきます。 

二日目の朝、開門と同時に受け渡しを開始します。8:00 までに必ず取りに来るようにお願

いいたします。 

なお、荷物を置いて帰るうえでの破損・盗難等は、本連盟も競技場も責任を取りかねます。 

また、各校の荷物をスタンドに置いて帰ることは禁止です。一日目の終わりに置いてあった

荷物はこちらで回収いたします。 

 

<棒高跳ポールの輸送について> 

二日目の 16:00～18:00 の間に、棒高跳のポールの配送を行います。 

佐川急便に依頼しており、集配が 16:00～18:00 という広い時間幅になってしまいました。 

こちらも放送にて案内いたしますので、各校ご注意の上、アナウンスがかかり次第、各自で

第 1 ゲートまで運んでください。そこで配送業者の方に渡します。 

配送に使う宛名状は、大会当日の学校受付にて必要枚数をお渡しいたします。 

あらかじめ記入し、荷物に貼っておいてください。 

  



<練習について> 

今大会は補助競技場をウォーミングアップ用として利用できます。 

選手または監督の AD カードを持っていれば入場できます。 

1～4 レーンは自由、5，6 レーンはハードルの利用をお願いいたします。また、走幅跳ピッ

トは開放いたしますが、投擲練習は行えません。メディシンボールの使用もできないのでご

了承ください。 

投擲の練習は、各競技の競技開始 1 時間前から審判付きでピットを開放する予定です。 

 

<開閉会式・閉門・表彰について> 

補助員集合は 8:00、審判集合は 8:15 からの予定です。 

開会式は一日目の 9:00、閉会式は二日目の 18:30 からの予定です。閉会式につきましては、

競技の進行状況により前後することがありますのでご注意ください。各校男女それぞれ 2 名

ずつの代表者の出席をお願いいたします。ウォーミングアップや到着時間の都合等で出ら

れない場合はかまいません。 

閉門時刻は、一日目は 18:30、二日目は 19:30 の予定です。競技や閉会式の終了時間により

前後いたしますのでご注意ください。 

 

今大会は各種目 1～3 位の方に表彰を行います。表彰の日程は放送にてお知らせいたします

ので、該当する方やその関係者の方はご注意ください。表彰時はマスクを着用していただき

ますが、その後写真を撮る際には、大声での会話を控えた上で外していただいてもかまいま

せん。 

また、本学連は広報を盛んに行おうと思っており、表彰の様子なども Twitter 等の SNS に

投稿しようと考えております。 

SNS への投稿に同意できない方はあらかじめその旨を表彰係の者にお伝えください。 

  



<その他連絡> 

・記録速報はアスリートランキングに掲載いたしますのでご覧ください。 

・場内では場内整理員に従うようお願いいたします。 

・ホームストレート外側の本部がある室内の部分は通り抜け禁止です。 

 100m、110mH など直線を利用する選手は、走り終わった後一度第 2 ゲートから場外へ

出て、第 1 ゲートよりスタート地点に戻るようお願いいたします。 

・1500m スタート地点や 200m スタート地点付近は、スタンドが途切れており、一度グラ

ウンドレベルまで下りないと渡れないようになっております。わたる際にグラウンドレ

ベルを経由することに関しましては問題ないのですが、出場する選手の動線を妨害した

り、スタートが行われる際の移動などはやめていただきますよう各校にご周知ください。 

・当日に何か変更点等ございましたら放送にてお知らせしますので、放送はよく聞いていた

だきますようよろしくお願いいたします。当日何かトラブルなどございましたら本部や

巡回中の総務員までお声がけください。 

・盗撮など、不審な人物を見かけましたら本部までご連絡お願いいたします。 


