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各    位  
 
                                                        
                                                      高松市陸上競技協会  
 
                                                      会長   岡内須美子  
 

 
 公  印  
 
 省  略  
 

 
 

『２０２２ナイタートライアルｉｎ屋島』大会のご案内について  
 
 
 
 向暑の候、貴職におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 さて、今年で１４回目の開催となる、『２０２２  ナイタートライアルｉｎ屋島』大会を  
１０月２３日（日）に開催する運びとなり、この大会が香川県内及び近隣各県の長距離選手
強化事業の活性化に繋がる当地域の一大スポーツイベント成るよう準備を進めております。  
 つきましては、別紙のとおり大会要項を送付いたしますので、多数ご参加下さいますよう
ご案内申し上げます。  
 大会要項等につきましては、今後の『新型コロナウイルスの感染・拡大』の影響により，
変更もあり得ますことをご理解、ご了承いただくとともに、今後の情報は、高松市陸上競技
協会のホームページに掲載しますので、ご確認いただけたらと思います。  
 
 
 
 
 ★競技会の特徴として★   
 
   ①５年前にリニューアル、今年度は、トラックのサーフェイスを張り替えた屋島  
   レクザムフィールドで走ることが出来ます。昨年度から、２００ｍ６レーンの  
   サブグラウンドが、全天候走路になっています。また，約２００ｍの室内走路  
     （４レーン）を併設しているので、雨天時のウオーミングアップが効率良く行       
    えます。  
   ②ナイター実施のため，中長距離レースにとっては，コンディションが良い状態で，  
   走ることが出来ます。  
   ③アナウンスによるラップタイム＆スプリットタイムの提示を積極的に行います。  
   ④軽快な音楽（ＢＧＭ）を流し、ランナーが走りやすい環境を作ります。  
   ⑤競技場内でコーチング＆応援ができるため，選手の走りが間近で見え，選手と観客  
     が一体となる競技会を目指しています。  
   ⑥昨年は，県内外から１，００６名の選手の皆さんが参加をしていただいています。  
   ⑦また、東京オリンピック入賞の田中希実選手（豊田自動織機ＴＣ）も、３種目に  
   出場していただいています。  
  ⑧昨年の全国高校駅伝出場校のうち，男女２５校の皆さんに出場していただいてい   
  ます。  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
（問い合わせ先）  
  〒７６０－００１７  
    香川県高松市番町２丁目９－３０  
    県立高松工芸高等学校   三谷  昌輝  
    ＴＥＬ  （０８７）－８５１－４１４４  
    ＦＡＸ  （０８７）－８５１－４１４６    
    携帯電話（０９０）－３７８０－１５４２  
 

 



 
 
 
 
 

２０２２ ナイタートライアル ｉｎ 屋島  
 
 
１  主   催    高松市陸上競技協会  
 
２  主   管       高松市陸上競技協会             
 
３  後   援    高松市  高松市教育委員会  高松市スポーツ協会  四国新聞社  
 
４  協   賛    ミズノ株式会社    石丸製麺株式会社    スポーツマンクラブ   
         株式会社明石スクールユニフォームカンパニー    株式会社明治  
         伊藤超短波株式会社  
 
５  日   時       ２０２２年１０月２３日（日）   ９：３０～２０：３０（予定）  
 
６  場   所       屋島レクザムフィールド   〒７６１－０１１２   
                       香川県高松市屋島中町３７４－１  
                                           ＴＥＬ（０８７）－８０２－７３５０  
 
７  実施種目      

 
    実施種目（男女共通）  

 
  一般・高校・中学  

 
   小学生  

 
１５００ｍ<一般><高校><中学><小学> 

 
        ○  

 
    ○  

 
３０００ｍ<一般><高校><中学> 

 
        ○  

 
         

 
５０００ｍ<一般><高校><中学> 

 
        ○  

 
         

 
１００００ｍ<一般><高校> 

 
     〇（一般・高校）  

 
         

     ★各種目とも，上記のカテゴリーでエントリー出来ますが、スタートリストの編成は， 
   カテゴリーの枠を外して，エントリータイム順に編成していきます。  
      但し、小学生については、日本陸連のルール上、小学生のみでのレースになります。 
 
８  参加資格       ２０２２年度日本陸上競技連盟登録競技者であること。  
 
９  参加制限    １人３種目までとする。  
 
１０競技規則    ２０２２年度日本陸上競技連盟規則及び本大会申し合わせ事項による。  
 
１１競技方法    ・全種目ともタイムレース決勝とする。  
         ・女子１００００ｍは，参加者の申し込み人数により，男女混合    
          レースとなる場合がある。  
 
１２申し込み方法   次のページに記載する要領も参考に申し込みを行ってください。  
      
         （１）高松市陸上競技協会ホームページ内の『各種大会案内』に従い，  
           『アスリートランキング』でエントリーを行ってください。  
                  （２）参加申し込み記録に応じて，番組編成を行うので，競技者が  
            今レースで目標とするタイムを目安に，申し込みをすることが  
                        望ましい。  
                 （３）参加料   
             ＜県内登録選手＞   小学生・中学生    ５００円    
                       高校生        ７００円  
                                   一般         ８００円  
             ＜県外登録選手＞     小学生・中学生  １，０００円    
                                              高校生      １，４００円     
                                              一般       １，６００円     
                  （４）出場者は，参加料をレース当日に，正面スタンド１階の受付で  
            支払ってください。  
 
１３その他      （１）スパイクのピンは，９ｍｍを超えてはならない。               
              （２）参加者は，事前に健康診断を受けるなどし，自己の健康管理には  
                       十分留意して参加すること。競技中に発生した傷害，疾病につい  
                     ての応急処置は主催者において行うが，以後の責任は負わない。 
         （３）大会の映像・写真・個人記録等は，主催者または主催者が承認し  
                     た第三者が大会運営及び宣伝等の目的で，大会プログラム・ポス  
            ター等の宣伝材料，テレビ・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。                                   
 



 
 
 
 

２０２２ ナイタートライアル ｉｎ 屋島 参加申込みの流れ  

 
 

①仮エントリーを『アスリートランキング』で、  

           ９月２２日（木）までに行ってください。  
 
 ★最重要ポイント★  

・ここ数年、エントリー選手数が多くなっている関係で、県外招待チ  
ーム以外で、この時点でエントリーが多くなった場合は、先着順と  さ
せていただきます。  

 ＜注意ポイント＞  

  ・仮エントリー期間中は、『エントリー選手のランキング』を  

   アップしますので、チェックをしておいてください。  
 
 
②仮エントリーから正式エントリーへの調整を  

        ９月２３日（金）から１０月７日（金）に行います。  

 ＜注意ポイント＞  

  ・全選手のエントリー状況を見て、エントリー種目や走る組の変更  
   などが行えます。  

    ・各チームの責任者が、チームの変更を一括して、下記に連絡をして  
  ください。  

    ・対象選手のエントリーの削除は、主催者で行いますが、変更のため  
  の再エントリーは、もう一度、各チームで行っていただきます。  
 
 
③１０月１７日（月）までに、  

       最終的なタイムテーブルとスタートリストを発表します。  
 
  
                            

 
問い合わせ先  
 
 〒７６０－００１７  
    香川県高松市番町２丁目９－３０  
    県立高松工芸高等学校内   三谷  昌輝   
       ＴＥＬ（０８７）－８５１－４１４４  
    ＦＡＸ（０８７）－８５１－４１４６  
        三谷携帯（０９０）－３７８０－１５４２  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

■□■香川県内および近隣都道府県の中高生の皆さんへ■□■  
 
 

 この競技会のレースで、県内外の競技者の皆さんと一緒に走り、レベル
の高いレースの中で、ベストタイムを狙っていってほしいと思います。  
 
 
 
 
 
 



  ２０２２ ナイタートライアル ｉｎ 屋島  
 

 
  競技注意事項（案）  

 

 
 ２０２２年８月１日現在  
 

 
 
①競技規則について  
   本競技会は，２０２２年度日本陸上競技連盟規則，ならびに本競技会の申し合わせ事項  
により実施する。  
 
 
②当日の選手受付について  
  ★競技会に出場する競技者は、  
  （１）競技場正面スタンド１階エントランスホールに設置されている体温チェック機で、 
   当日の体温を計測。（３７．５℃以上の方は、出場・会場への入場をお断りします。） 
  （２）受付に、日本陸上競技連盟または、所属陸上競技協会の定める『競技者体調チェ  
    ックシート』を各所属（チーム・学校）ごとに提出。  
  （３）各所属（チーム・学校）ごとに、参加料の支払いを行ってください。  
 
 
③練習について  
 （１）練習は補助競技場（全天候走路２００ｍトラック・スパイクの使用可能），及びバ  
    ックスタンド下の雨天走路において，審判員の指示に従い，安全に留意して行うこ  
    と。  
 （２）雨天走路に関しては，第２ゲート（１５００ｍスタート）から第３ゲート（２００  
     ｍスタート）方向に向かって，スピード練習を行うこと。  
  （３）補助競技場には照明設備がないため，夕刻時からは安全に留意して練習を行うこと。 
 
 
④競技者の招集について  
 （１）今大会は第１次招集と第２次（最終）招集の２回の招集を行う。  
 （２）招集場所は，第１次招集が第２ゲート外の招集所で、最終招集が各種目のスタート  
     地点とする。  
 （３）第１次招集時間は，競技開始時刻２５分前から１５分前完了とする。  
 （４）招集時刻に遅れた競技者は，当該競技種目を棄権したものとみなす。  
 
  
⑤競技場への入退場について  
 （１）競技者の入場・退場に関しては，審判員の指示に従い行うこと。  
 
 
⑥『ＩＤコントロール』について  
  ●グリーン『コーチ用ＩＤカード』・・・各チームの監督とコーチに配布します。  
               ＜競技場のメインスタンド以外のどの部分でも待機（観戦）が可能＞  
 
  ●オレンジ『一般用ＩＤカード』・・・個人で参加されている小学生・中学生・高校生  
                   の保護者に配布します。  
                 ＜競技場のメインスタンド以外のどの部分でも待機（観戦）が可能＞  
 
 
⑦応援について  
  （１）今競技会は『有観客』で実施します。  
 （２）声を出しての応援は厳禁とし、拍手のみの応援でお願いします。  
 （３）応援可能な場所は、競技場内のサイドスタンド及びバックスタンドに加え、  
    『ソーシャルディスタンス』確保のため、８レーン外側のアウトフィールド部分。  
    （但し，ホームストレートのアウトフィールド部分は競技運営に支障をきたすため， 
      禁止とする。）  ※次ページ参照  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
⑧アスリートリブス（ナンバーカード）について  
 （１）選手は，ユニホームの胸と背中に、所属陸協のアスリートリブス（ナンバーカード） 
    を確実につけること。（アスリートリブスが無い競技者の出場は認められない。   
    （アスリートリブス用の白布は、１セット１００円で、受付で販売しています。）  
    また，招集時にシールタイプの腰ナンバーカードを１枚と安全ピン１個を配布する  
    ので，招集時にパンツの右側に貼り付けること。  
 （２）小学生についても、各学校で指定されているナンバーのアスリートリブスを同様に  
     付けること。  
 
 
⑨競技場使用上の注意について  
 （１）競技場使用規程を厳守すること。また、貴重品は各自で保管すること。  
 （２）スパイクは，９㎜以下のピンを使用すること。  
 （３）競技場内にジュースなどのビン・カンを持ち込まないこと。  
 （４）競技場内に携帯電話等の通信機器を持ち込まないこと。  
 （５）競技場内は，常に清潔保持につとめ，ゴミ等の処理は，チームまたは個人の責任に  
     おいて適切に行うこと。  
 
 
⑩その他  
  （１）競技者の負傷・疾病については，応急処置以外の責は負わない。   
    （２）５０００ｍ以上のレースについては、給水を行う。            
    （３）競技会の競技結果は，『アスリートランキング』のホームページをご覧下さい。  
    （４）記録証明書が必要な方は，本部席において１部５００円で販売します。  
  （５）競技結果については，レース終了後のアナウンスと大型スクリーン，  
     正面スタンド１階エントランスホールにある記録掲示板に掲示します。  
 
 

 
 屋島レクザムフィールド・レイアウト  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ２０２２ナイタートライアル ｉｎ 屋島  
 

 
 
 

 タイムテーブル（案）  
 
 

 
★これは、２０２１年の  
 タイムテーブルです。  
 これをベースに、  
 タイムテーブルを作成  
 していきます。  
 

 

        ８：３０       審判＆引率責任者・打合せ会議  
 １．    ９：３０       男子５０００ｍ   ＜１組＞  
  ２．    ９：５５       男子５０００ｍ   ＜２組＞  
 ３．   １０：２０       男子５０００ｍ   ＜３組＞  

４．   １０：４５       男子５０００ｍ   ＜４組＞         
 ５．   １１：１０      男子３０００ｍ   ＜１組＞         
 ６．   １１：３０      男子３０００ｍ   ＜２組＞         
  ７．   １１：５０      男子５０００ｍ   ＜５組＞         
  ８．   １２：１５      男子５０００ｍ   ＜６組＞         
  ９．   １２：４０      男子５０００ｍ   ＜７組＞         
１０．   １３：０５      男子５０００ｍ   ＜８組＞         
１１．   １３：３０小学生男女１５００ｍ   ＜１組＞         
１２．   １３：４０      女子１５００ｍ   ＜１組＞         
１３．   １３：５０      女子１５００ｍ   ＜２組＞         
１４．   １４：００      男子１５００ｍ   ＜１組＞         
１５．   １４：１０      男子１５００ｍ   ＜２組＞         
１６．   １４：２０      男子１５００ｍ   ＜３組＞         
１７．   １４：３５      男子３０００ｍ   ＜３組＞         
１８．   １４：５５      男子３０００ｍ   ＜４組＞           
１９．   １５：１５      男子３０００ｍ   ＜５組＞         
２０．  １５：３５      男子５０００ｍ   ＜９組＞            
２１．   １６：００      男子５０００ｍ   ＜１０組＞       
２２．   １６：２５      女子３０００ｍ   ＜１組＞         
２３．   １６：４５      女子３０００ｍ   ＜２組＞             
２４．   １７：０５      女子３０００ｍ   ＜３組＞             
２５．   １７：２５      女子３０００ｍ   ＜４組＞           
２６．   １７：４５      女子３０００ｍ   ＜５組＞           
２７．   １８：０５      男子５０００ｍ   ＜１１組＞       
２８．   １８：３０      男子５０００ｍ   ＜１２組＞       
２９．   １８：５５      男子５０００ｍ   ＜１３組＞       
３０．   １９：２０      女子５０００ｍ   ＜１組＞         
３１．   １９：４５      女子５０００ｍ   ＜２組＞         
３２．   ２０：１０       男子１００００ｍ  ＜１組＞         
３３．   ２０：５５       競技終了予定                                            
     ２１：３０     競技場＜メイン＞退出時刻   ■エントリー総数  １，００６名  
 

 
 屋島レクザムフィールド・レイアウト  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


