第 36 回中国四国学生陸上競技選手権大会
申し合わせ事項
1．開閉門時刻について
陸上競技場(メイン)

補助競技場

10 月 18 日【大会 1 日目】

8:30～19:00

8:00～19:00

10 月 19 日【大会 2 日目】

7:00～19:00

7:00～19:00

10 月 20 日【大会 3 日目】

7:00～15:00

7:00～15:00

2．駐車場について
別紙【駐車場案内図】をご参照ください。
バスを利用する学校は、第 2 駐車場へ、バス以外の車でお越しの学校は、第 1 駐車場
への駐車をお願いします。
布勢総合運動公園前の道路は中央分離帯があるためバスの駐車は以下のようにお願い
します。
・
「吉岡温泉・鹿野・鳥取空港」方面からお越しの場合は「工務店」を左折して第 2 駐
車場お入りください。
・
「鳥取駅」方面からお越しの場合は図の矢印に従って駐車して下さい。駐車前に選手
等の乗降をしない場合は、第 1 駐車場に入らずそのまま直進し「工務店」前の信号
を右折していただいても構いません。
・第 2 駐車場が満車の際は第 7 駐車場(図のバス駐車場予備)への駐車をお願いします。
3．参加校受付について

期

日

受

付 時 間

10 月 18 日(金)【大会 1 日目】

9：00～

10 月 19 日(土)、20 日(日)【大会 2,3 日目】

開門時刻(7：00)～閉門時刻

4．補助員受付について

期

日

受

付 時 間

10 月 18 日(金)【大会 1 日目】

9：50～10:20

10 月 19 日(土)、20 日(日)【大会 2,3 日目】

7：30～8：00

・集合時間・場所などは受付時に連絡させていただきます。時間厳守でお願いします。
・2 日目、3 日目に関してはこちらでお弁当を準備しております。

5．諸会議について
【代表者会議】
今年度は、大会初日競技開始前に行っていた代表者会議は実施しません。
大会前日までの連絡事項等は HP に掲載いたしますので、定期的に確認をお願いしま
す。
【代表委員総会】
20 日(日)午前 8:30 より、第 2 回代表委員総会をいたします。各校代表 1 人(主務が好
ましい)の出席をお願いします。

期日・場所

受

10 月 20 日(日)【第３研修室】

付

開 始

8:15～8：25

8:30

6．練習について(競技注意事項 2 及び 6 参照)
10 月 18 日(金)

10 月 19 日(土)

10 月 20 日(日)

8:30～11:00

8:30～11:00

8:30～11:00

メイン競技場

(投てき以外使用可能)

(投てき以外使用可能)

(投てき以外使用可
能)

補助競技場

8:30～19:00

7:00～19:00

7:00～15:00

投てき場

8:30～17:00

7:30～17:00

7:30～10:40

(種目別に振り分け)

(種目別に振り分け)

8:30～18:00

雨天練習場

(短・H・幅・三段)

(種目別に振り分け)

7:00～18:00

7:00～14:30

(短・H・幅・三段)

(短・H・幅・三段)

【その他注意点】
・投てき種目及び棒高跳の練習可能時刻は以下の通りにします。
投てき場

砲丸投(補助競技場)
18 日(金)

男子ハンマー投

8:00~11:10

女子ハンマー投

11:10～13:40

円盤投

13:40～15:30

やり投

15:30～17:00

男子円盤投

7:00～12:40

女子円盤投

12:40～15:40

やり投げ

15:40～17:00

20 日

女子やり投

7:00～8:10

18 日(金)

(日)

男子やり投

8:10～10:40

19 日(土)

女子

7:00～8:00

20 日(日)

男子

7:00～8:00

18 日
(金)

19 日
(金)

(注)上記の時間外の使用は認めない。

19 日(土)
20 日(日)

8:00~19:00
女子

7:00～14:10

男子

14:10～19:00

男子

7:00～8:10

棒高跳（メイン）
8:30～11:00

・メイン競技場の芝生への立ち入りは禁止とします。
・メイン競技場での投てき練習は禁止とします。
・補助競技場内での練習はトラック競技・砲丸投のみとし、ハードル・スターティン
グブロック以外の用具の貸し出しは行いません。
・大会前日(17 日)の練習に関しては 12 時から 17 時までメイン競技場の使用が可能で
す。投てき場も使用可能ですが、安全面に十分留意して練習を行ってください。な
お大会前日の練習につきましては、主催者側は一切責任を負いませんのでご了承く
ださい。
・その他については競技注意事項を参考にすること。
7．競技の重複について(競技注意事項 4.(6)参照)
2 種目を同時に兼ねる競技者は、大会受付にある 2 種目同時出場届に記入し、招集開始
時刻までに招集所競技者係に提出してください。
8．棄権について(競技注意事項 4.(5)参照)
・大会前日までに棄権者が出ている場合は、本連盟 HP に掲載している事前棄権届に
必要事項を記入し、大会当日(18 日)11 時までに受付に提出をお願いします。
・当日の棄権は原則として認めませんが、万が一棄権者が出た場合、受付にある棄権
届に必要事項を記入・監督のサインを受けた上、招集開始時刻までに招集所競技者
係に提出してください。
9．表彰について(競技注意事項 7.(1)参照)
・表彰式は第 3 位までの入賞者について行います。該当者は決勝競技終了後 30 分まで
に正面エントランスに集合してください。その際は各校のユニフォーム(上のみ；下
は大学のジャージ)を着用してください。
・受賞競技者本人が出られない場合は、代理人を必ず出してください。
10．横断幕・のぼり等について(競技注意事項 7.(8)参照)
横断幕の設置についてメインスタンドは最上段のみ、サイド及びバックスタンドは植
え込みのみ、のぼり等はサイドスタンドの手すり部分とし、競技進行・観客の支障に
ならないよう配慮の上、掲出してください。その際、粘着テープは使用しないでくだ
さい。また、個人名を記入したものは認めません。
11．応援場所・待機場所について(競技注意事項 7.(5)参照)
・応援はスタンドで行ってください。なお競技場内や雨天走路及びメインスタンドで
の集団応援は禁止します。

・メインスタンドでのテントの設営は禁止とします。
・ベンチ待機場所とする場合は、観客へも配慮し必要以上に広い面積を独占しないこ
と。
・テントの支柱等は大会期間中、撤収の必要はありませんがその際は風など飛ばない
ようご配慮下さい。またブルーシートや各大学の荷物等は毎日全て持ち帰っていた
だくようお願いいたします。万が一荷物等が置いてあった場合は、全て回収いたし
ますのでご了承ください。
12．その他
・女子七種競技において番組編成のミスがありました。これに伴いまして、女子七種
競技に関しましては大会当日にスタートリスト変更の可能性がございます。あらか
じめご了承ください。
・大会中に出るゴミについて、学校受付時にゴミ袋を配布いたしますので、それにま
とめて各校で持ち帰るようお願いします。
・大会中ご不明な点等ありましたら、正面玄関エントランス内大会受付までお越しく
ださい。

