
競技注意事項 
１ 競技規則について 

本競技会は 2021 年度日本陸上競技連盟競技規則とワールドパラアスレティクス競技規則並びに実施要項

及び競技注意事項により実施する。  

 

２ 来場者の事前準備 

  「体調管理チェックシート」の準備 

  杉並区陸上競技協会のホームページ から「大会前 2 週間体調管理チェックシート」をダウンロードし、

競技会出場当日に提出すること。本シートは引率者、指導者も提出すること。 

https://member.sugi-chiiki.com/sugiriku/ 

 

３ 競技場の入退場及び競技者受付について  

（１）競技者の入退場は以下の通りとする。  

入退場口は、「甲州街道沿い南ゲート」1 か所。競技場の開門時刻は 8 時 00 分とする。  

（２）来場した競技者は、入場の際に手指消毒、検温を行い「体調管理チェックシート」を提出した後、受

付を行う。 

（３）検温、受付完了者はリストバンドを手渡すので、直ちに手首に巻く。 

リストバンドの色は「競技者＝赤」「引率、監督、コーチ＝緑」「競技役員＝黄色」とする 

（４）メインスタンドへの入場は引率者・指導者のみとし、場所取りは禁止。 

（５）開門前に来場した競技者及びその指導者・引率者は、3 つの密(密閉、密集、密接)を避け、ソーシャ   

ルディスタンスを保って開場を待つこと。 

（６）プログラムに記載ミスがあった場合は、競技開始の 1 時間 30 分前までに TIC へ申し出ること。 

なお、プログラムの記載事項は、申し込みの際に送信されたデータをそのまま使用している。  

（７）大会プログラムは残部がある場合に限り、TIC にて 500 円で販売する。  

 

４ 新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う注意 

・以下の事項に該当する場合は、来場を見合わせること。  

* 体調がよくない場合「例．発熱(37.0℃以上は再検)、咳、咽頭痛などの症状がある場合」。  

* 当日の体温が 37.5℃以上あり、強い倦怠感と息苦しさがある場合。  

* 同居家族や身近な知人が感染している、または感染が疑われる状態にある場合。 

* 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航

または当該在住者との濃厚接触がある場合。  

・競技会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対し濃厚接触者の 

有無等について報告すること。 

・参加者は競技のウォーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後速やかに帰宅すること。  

・会場では、マスク・タオルを持参し、運動時を除いては原則としてマスクを着用すること。  

・石けんを用いた手洗い・手指消毒、うがい、洗顔を励行すること。  

・ウォーミングアップ・招集等については、競技役員の指示に従い、ソーシャルディスタンスを確保す 

ること。 

・飲食等の際は感染リスクが高くなるため、短時間・ソーシャルディスタンスを保ち・換気の良い場所 

で行うこと。なお、メインスタンドでの食事は禁止とし、軽食その他は、サイド、バックスタンドを 

使用する。 

・飛沫拡散を防ぐため、声を出しての応援、集団での応援・大声・近距離での会話を避けること。 



  ・タオル、ペットボトル、コップ、皿、袋等の共用を控え、個人用を用意すること。 

また、ゴミ袋を持参しゴミは各自で持ち帰ること。  

・競技は無観客で行う。 

リストバンドを発行された者は入場できる。指導者・引率者は競技者が練習・競技を行うときのみ、 

メインスタンドで観戦することができる。  

・競技者は、スタート地点または競技場所へ移動する際は、必ずマスクを着用すること。  

 

５ アスリートビブス（ナンバーカード）について  

（１）ビブスは 2 枚配布する。胸と背に各自持参の安全ピンでとめること。 (跳躍競技については、胸また

は背部のどちらか一方でよい。)  

（２）トラック競技出場者およびリレーの第 4 走者は、招集所で競技者係から配布される腰ナンバーカード

を右腰に貼り付ける。配布されたアスリートビブスと腰ナンバーカードは返却しなくてもよい。 

（３）区民大会のナンバーは 601～845（赤）・記録会は 1～510（黒） 

 

６ ウォーミングアップおよび練習について  

（１）周回レースが行われていない時間帯については、バックストレートを開放する。競技役員の指示に従

い、指定された場所・時間の範囲内で行うこと。ただし、競技運営上、練習を制限することがある。

練習中は各々が事故防止に万全を期すこと。 

また、練習に持参した荷物は、競技区域内には置かず、芝スタンドに置くこと。スパイクの履き替え 

や水分補給も芝スタンドで行い、競技区域内で留まることを極力避けること。  

（２）競技場内(競技区域内)に入場できるのは、本競技会に参加する競技者のみとし、練習の際についても 

指導者・引率者等の立ち入りは認めない。  

（３）練習を競技区域内で行う際の出入りは、フィールドゲート 1 およびメインゲート 1 のみとする。  

（４）フィールド競技の練習は競技役員の指示に従って、招集完了後に各々の競技場所で行う。  

 

７ 招集について  

（１）招集所は、100m スタート地点後方に設置する。 

（２）招集所では、競技者は必ずマスクを着用すること。 

（３）各競技の招集開始時刻・招集完了時刻は、タイムテーブルに記載のとおりとする。 

 

 

 

 

（４）リレーに出場するチームは招集開始時刻 60 分前までに、オーダー用紙(招集所で配布)を招集所に 2 

枚提出すること。棄権の場合も招集所に申し入れること。 

 （５）招集開始時刻に招集所にて競技者係の点呼を受けること。その際、アスリートビブス（ナンバーカー 

ド）・腰ナンバー・靴底の厚さ測定（800m 以上のトラック種目）のチェックを行う。 

（６）ビデオ装置、レコーダー、ラジオ、ＣＤ、トランシーバーや携帯電話もしくは類似の機器を競技場内 

に持ち込むことはできない。 

（７）招集完了時刻に遅れた場合は、当該種目を棄権したものとして処理する。 

（８）トラック競技とフィールド競技の 2 種目にエントリーしている場合は、招集所(競技者係)に申し出る  

（９）欠場する際は、本人または指導者・引率者を通じて、競技開始時刻の 60 分前までに招集所(競技者係) 

へ申し出ること。  

 招集開始時刻 招集完了時刻 

トラック競技 競技開始 30 分前 20 分前 

フィールド競技 競技開始 45 分前 35 分前 



８ 競技方法について  

（１）トラック競技  

① 区民陸上大会は記録により順位を決定するタイムレース方式とする。 

② レーン順はプログラム記載のとおりとする。 

③ 不正スタートをした競技者は失格とする。（但し、小学生は不正スタート２回で失格とする。）  

※不正スタートとは、号砲前に「手が地面から離れる」「足がスタブロから離れる」ことだけではな 

く、「スタート動作を起こしていれば」不正スタートになる。 

④ 不適切行為「速やかに構えない、（セット）で静止しない、ピクつく等」をした競技者へは出発係が 

口頭の注意とともにグリーンカードを掲示する。同一の競技者が同一レースで不適切行為を繰り返し 

た場合は、イエローカードを提示し警告を与える。 

⑤ 競技会の中で 2 度の警告が与えられた場合は、レッドカードを提示され競技会から除外される。 

⑥ 中学生以上の短距離走・リレーにおいて、スターティングブロックを使用する。  

⑦ 800m はオープンスタートとする。5000m はグループスタートとする。 

⑧ 5000m はスタート後 30 分で打ち切りとする。 

⑨トラック競技とフィールド競技に同時に出場する競技者は、トラック競技を優先するので、必ずフィ 

ールド競技の審判員に申し出て、トラック競技終了後ただちにフィールド競技に戻ること。  

  (ラウンド内に戻らないとパス扱いとなる)  

⑩ リレーは、申込一覧表で申込んだ６名のみとする。 

⑪ リレーで使用するマーカーは各チームで用意し、レース終了後必ずはがすこと。  

（２）フィールド競技 

 ① 跳躍種目の競技者は、助走路の外側(走高跳は助走路内)にマーカーを 2 個まで置くことができる。 

➁ 小学生の走幅跳の試技回数は 3 回とする。 

➂ 記録会の走幅跳と砲丸投の試技回数は 3 回とする。 

④ 区民大会の走幅跳と砲丸投は 3 回の試技後、上位 8 名がさらに 3 回の試技を行う。 

2 つの並行するピットで 2 組に分かれて 3 回の試技を行う走幅跳は、上位 8 名がそれぞれのピット

でさらに 3 回の試技を行う。 

➄ 走高跳のバーの高さは下記の通りとし、最後の一人になるまで 5 ㎝きざみとする。ただし、天候等

の状況により変更することがある。 

 

                        

           

           

⑥ 競技者が競技場所を離れる場合は、競技役員に申し出なければならない。 

（３）抗議について 

競技の結果または競技進行中に起きた競技者の行為に関する抗議は、競技結果が公式に発表された時刻

から 30 分以内に、代表者が TIC に申し出ること。審判長が再度検証し、裁定を伝える。  

公式発表は、結果がアナウンスされた時刻を基準とする。 

 

９ 用器具について 

 競技に使用する用器具は、すべて競技場備え付けのものを使用する。  

 

 

区 分 練 習 最初の高さ 

男子（一般、高校、中学） 1m15 1m20 

女子（一般、高校、中学） 1m00 1m05 



10 競技用靴について 

（１）スパイクピンの長さは 9mm 以内とし、走高跳は 12mm 以内とする。いずれの場合もスパイクピンの数は 

11 本以内とする。  

（２）トラック種目の靴底の厚さは 800m 未満の種目では 20mm 以内、800m 以上の種目では 25mm 以内とする。 

（３）本競技会では、フィールド種目の靴底の厚さについては除外措置を適用する。 

 

11 表彰について 

区民大会各種目の上位 1 位～3 位までの入賞者(チーム)には賞状とメダルを授与する。 

競技終了 30 分経過後大会本部（表彰係）まで代表者１名が取りに来ること。表彰式は行わない。 

 

12 競技場使用上の注意  

（１）フィールド内の芝生は使用禁止となっているので入らないこと。  

（２）更衣はスタンド下の更衣室を使用できるが長居をせず、速やかに退室すること。 

（３）貴重品や衣類の管理は各自で行い、盗難防止に努めること。  

（４）発生したごみ類は参加者自身が必ず持ち帰ること。(競技場周辺や駅、コンビニ等に捨てないこと) 

（５） 競技場内の整備に努めること。トイレは清潔に使用すること。 

（６）本部前は通行禁止とする。また、セーフティーコーン設置場所には絶対に入らないこと。  

（７）グランド内での飲食およびビン・カン類の持込を禁止する。 

(但し、跳躍競技者および投てき競技者においては水分補給のための水筒の持ち込みを認める。) 

 

13 撮影について 

   競技風景撮影は、撮影許可を受けた者のみ撮影できる。 

撮影許可申請は、TIC で身分証明を提示し専用用紙を記入し提出する。 

身分証明書で本人の確認ができ次第、専用リストバンド（虹色）を手渡す。 

    

14 その他  

（１）競技中の事故については主催者で応急処置をするが、以後の責任は負わない。 

なお、大会が傷害保険に加入しているので適用される場合がある。  

（２）記録はその都度、記録掲示場所に掲示する。携帯速報も実施する。  

（３）記録証は、１部 200円で発行する。希望者は 16 時までに TIC にて申し込むこと。 

（４）その他不明な点は TIC に問い合わせること。 


