
平成 29 年度 群馬県高校総体について（連絡） 

群馬県高体連陸上競技専門部 

1 常任委員の先生方の集合時間は 7:15 です。 
セッティングは初日 7:45～、2 日目以降は 8:00～になります。ただし、時間はあく

まで目安ですので、準備ができ次第開始します。ご協力お願いします。フィールドの

審判に当たっている先生方は、セッティングにご協力をお願いいたします。 

2 競技場の開場時間は、７:30 です。 

3 各部署主任打ち合わせは、初日 8:20、２日目以降は 8:30 となります。審判打ち合

わせは、全日 8:40 となります。 

4 初日は 9:00 より開始式が、最終日は競技終了後閉会式が行われる予定です。 

5 関東大会申し込みは、最終日 1600ｍR 終了後 20 分後に会議室で行われます。 

6 セッティング・補助員は必ず受付をしてから作業を開始してください。 

7 「はしか」・「インフルエンザ」等の流行が心配されます。選手の健康管理には、十分

ご留意頂くとともに、必要に応じて予防接種等のご指導をお願いします。 

8 場所取りについて 

今年度も、危険防止・健全育成のため、以下の通りに進めていきたいと考えて

おりますので、趣旨をご理解いただき、内容を生徒に徹底させて頂きます様、ご指導

ご協力をお願いします。 

 

 

① 横断幕の場所取り順の抽選を、8:00より、本部席前で行います。 

希望する学校は、３名以内で横断幕を持参して集合して下さい。 

② メインスタンド屋根の下は、一般客（選手の保護者や各校関係者）が 

使用できるように、使用を制限します。天候・混雑状況等をもとに、 

様子を見て解放しますので、解放前の使用は、ご遠慮ください。 



9 以下の場合、招集所へ必要な書類を必ず提出してください。初日が特に棄権届等の提

出が徹底されていないことが多いので、新入生も含めてご指導をお願いします。 

① 棄権する場合。（棄権届）…予め分かっている場合は、速やかにお願いします。 

② 同時出場（トラックとフィールド種目等）をする選手。（同時出場届）…先に出場する種目

の招集前に提出して下さい。 

 

10 ５月１２日（金）高校総体開会式終了後 17：00 までメイン・サブともに練習可能と

なっております（時間厳守・完全撤退）。別紙を参照していただき、ご協力をお願いい

たします。 

 

11 駐車場での接触事故や路上駐車等で近隣の方などのご迷惑とならぬよう、ご注意くだ

さい。第１駐車場付近のバスロータリーには駐車できません。 

バスの駐車については、18 日（木）、１９日（金）は風呂川駐車場をご利用ください。

20 日（土）、21 日（日）については、サッカー競技が風呂川駐車場を使用いたしま

すので、バスは第４駐車場にお願いいたします。 

大変込み合うことが予想されます。ご協力をお願いいたします。 

 

12 投てき種目については、以下の計測ラインを設けます。（下記以上の記録を計測します。

ただし、当日の天候等により計測ラインを下げる場合もあります。） 

・円盤投    男子 ２５ｍ  女子 ２０ｍ 

・ハンマー投  男子 ３０ｍ  女子 ２０ｍ 

・やり投    男子 ４０ｍ  女子 ２５ｍ 

 

※資料を確認してください。 

① 平成 29 年度群馬県高校総体について（連絡） 2 ページ 

② 平成 29 年度スタンド裏割振りおよび競技終了後の清掃分担について 

③ 競技場の使用方法について 

④ 横断幕の場所取りについて 

⑤ ナンバーカードの取り付けについて 

⑥ 清掃分担表 

⑦ ５月 12 日（金）群馬県高校総体開会式終了後練習会場について 

                          以上 ７種類 ８ページ分 

 

※スタンド裏割り振りについては、担当者よりメール配信いたしますので、そちらでご

確認下さい。 



平成 29 年度スタンド裏割り振り  

および競技終了後の清掃分担について  

群馬県高体連陸上競技専門部 

常任委員会 

1 スタンド裏割り振りについて  

別紙の通りでお願いします。  

昨年度同様、アンケートで希望のあった学校に、顧問総会時点での登録人

数に応じて割り振りました。不足分は各校所有のテント等で対応してくださ

い。  

＊ 割り振りは通年です。 

＊ 割り振りがされていない場所はフリースペースですが、雨天時などには譲り合って使用

してください。 

＊ 場所の変更等は相対でお願いします。 

＊  以下の内容を選手にご指導お願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 清掃分担について  

別紙の通りでお願いします。  

 

～お願い～ 

各学校１年に一度の清掃なので、その日だけは競技終了まで必ず残って清掃を行ってく

ださい。なお、清掃の監督は各学校の顧問の先生にお願いいたします。 

また、部員数に応じて、清掃箇所が複数ある場合がございますが、ご協力をお願いいた

します。 

 

清掃の仕方 

①  各学校代表が本部（副委員長）でゴミ袋を受け取り、ゴミ拾いを行う。 

②  必要に応じて競技場備え付けの清掃用具を使用し、清掃する。 

 清掃終了後は本部（副委員長）に報告を行い、チェックを受ける。

・  通路の確保にご協力ください。 

・ スロープを使用する場合は西側（競技場外側）を 1.5m 以上空け、必ず通路

を確保してください。 

・  場所の変更等は、各学校間の話し合い、譲り合いにておこなって下さい。 

・  翌日までのシート等の置放しについて、本部では一切責任を負いません。 

・  使用した箇所、及びその周辺の美化にご協力下さい。（大会終了後にゴミ等が

放置してあった場合には、以後割り振りをしない場合があります。） 

・ その他、別紙「競技場の使用方法について」をよく読んでおいて下さい。 



競技場の使用方法について 
（正田醤油スタジアム群馬会場） 

群馬県高体連陸上競技専門部 

常任委員会 

 競技場の使用方法について以下のような申し合わせ事項をお願いしたいと考えてお

ります。選手の安全や、利用の公平を願い、作成したものでありますので、気持ちの良

い大会になるように、ご協力お願いしたいと思います。 

 尚、改善点等ございましたら、常任委員までお知らせ下さい。 

1 スタンドの使用について 

・ 開場時間は、大会前に送信するメールに記載されている時間に、北側スロープ、第４ゲ

ート、サブトラック入り口のみ行う（正面入り口は引率者のみ入場可）。 

・ 第４ゲートの入場（横断幕の場所取り）は、各校代表２名のみとし、並んでいる全ての

学校が入場してから代表者以外も入場させる。 

・ 横断幕の場所取り抽選会がある場合は、抽選が終了してから、代表者以外が入場する。 

・ メインスタンド屋根下は、一般客（選手の保護者や各校関係者）が使用できるように、

使用を制限する。天候・混雑状況等をもとに、様子を見て解放するので、解放後も、テ

ントを張ったりシート等を敷いたりして占有せず、一般の方が使用できるように留意す

る。 

・ ロイヤルボックス周辺への立ち入りは、大型ビジョンでレース映像を流すのに妨げにな

るため、立ち入りを禁止する。 

・ 横断幕については、メインスタンド、バックスタンドともに、最前列の貼り付けは禁止

とする。サイドスタンドについては、最前列・中段も禁止とする。 

・ テント、タープ等はスタンドの中段より上方に設置し、幟はスタンド最上段に設置する。

譲り合って使用すること。 

・ サイドスタンドは、幟、テントの設置は禁止とする。 

・ スタンド裏（メインスタンド 2F、バックスタンド 1F）については、事前に割り振りさ

れた場所を使用する。 

・ スロープを使用する場合には競技場外側（西側）に通路を確保する。 

・ 使用した周辺のゴミは、各学校で協力して片づけを行い、周辺の美化に努める。 

・ 集団応援はバックスタンドのみとする（メインスタンド、サイドスタンドでは禁止）。 

 

２ 雨天走路、更衣室について 

・ 雨天走路、更衣室の占有は禁止する。 

・ 雨天走路は雨天時の W-up や招集前の待機場所として利用する場合があるので、他の選

手の邪魔になるような行為はしない（占有、群がり等）。 

更衣室内でシートを敷いたり、飲食、昼寝等はしない。  



横断幕の場所取りについて 

上記につきまして、以下の要領で行います。 

Ⅰ．集合時間場所等 

 横断幕 

集合時間 ８：００ 

抽選場所 本部席前 

抽選参加人数 １枚につき３名まで 

確保可能場所数 抽選１回につき１枚分 

準備するもの １箇所につき 

 

Ⅱ．抽選から場所取りまでの流れ 

1. 上記の内容で希望する学校の生徒に集合させ、抽選により  

場所取りの順番を決定します。 

2. 順番が決定した後、抽選会場より場所取りを開始します。 

 

【注意事項】 

① 2 枚以上の横断幕の場所取りを希望する学校は、横断幕の枚数分抽選を行います。

2 枚目以降の抽選は、場所取りを希望する全学校が抽選を終了した後となります。 

② 抽選は大会初日のみ行います。 

③ 横断幕は、大会期間中、張ったままでも良いが、破損・盗難等生じた場合の責任

は負わない 



ナンバーカードの取り付けについて 
 

競技中にナンバーカードがめくれて見えなくなってしまったり、転倒等で外れてしまう

状況が、近年多く見られます。ナンバーカードは下図のとおり、４隅それぞれ２ヶ所に安

全ピンを通して取り付けるようお願いいたします。 

また、女子選手のセパレートユニフォームにおいて、ナンバーカードの２／３以上をユ

ニフォームに取り付け、めくれて見えないことがないよう、お願いいたします。学校名が

見えなくなってしまうことも予想されますが、ナンバーカードが見えないと競技運営に支

障を来す場合がございますので、ご協力お願いいたします。 

 

 

《ハンドブックによる抜粋》（ハンドブックＰ１９８） 

○ナンバーカード 

 (a)競技中、胸と背にはっきり見えるように２枚のナンバーカード（ビブス）をつける。

ただし、跳躍競技の競技者はどちらか１ヶ所でよい。 

 

 (f)競技中にナンバーカード（ビブス）が外れないように、競技者がナンバーカード（ビ

ブス）をユニフォームに結着する際、確実に且つ、脱落しにくく付けられているか、

ナンバーカード（ビブス）の４隅のそれぞれ２ヶ所に安全ピンを通し競技中にナン

バーカード（ビブス）が外れないよう注意する。 

  また、競技中上着で腰ナンバーが隠れることの無いように注意する。



スタンド裏通路
観客席

スタンド裏トイレ（男女）
更衣室・トイレ（男女）

バックスタンド裏トイレ（男女）
サイドスタンドトイレ（男女）

バックスタンド観客席
サイドスタンド

雨天練習場
玄関ホール

（＋ごみまとめ）
補助競技場

県総体１日目 利根実業

県総体２日目 渋川 館林女子 松井田・利根商・藤岡北 富岡実業・万場

県総体３日目 常磐 前橋南 沼女・桐西・藤岡工

県総体４日目 前橋西 館林商工・関学

夏季強化記録会 前橋商業 西邑楽 高崎東 高崎工業 吉井 榛名
学校対抗１日目

＊伊勢崎 太田女子 桐生商業 桐生女子 桐生工業
学校対抗２日目

＊伊勢崎 伊勢崎清明 伊勢崎 四ツ葉 新田暁

新人戦１日目 富岡 明和県央 渋川女子 安中総合

新人戦２日目 前橋 高崎女子

強化１日目 前橋工業 高経大附 富岡東 桐生第一

強化２日目 前橋東 中央中等

県高校駅伝
＊伊勢崎

混成大会２日目 高崎 高崎北 共愛学園 高崎

新人駅伝 樹徳 新島学園 太田工業 前橋女子

※　大会に参加しないなど、都合が悪い場合は各校顧問で連絡を取り、交換してください。交換後、庶務係にお伝えください。

※　部員数に応じて、清掃場所を割り振らせていただきました。数カ所に渡って清掃していただく場合もございますが、ご了承ください。

桐生南

①　各学校代表が本部（副委員長）でゴミ袋を受け取り、ゴミ拾いを行う。
②　必要に応じて競技場備え付けの清掃用具を使用し、清掃する。
③　清掃終了後は本部（副委員長）に報告を行い、チェックを受ける。

清掃の仕方

平成29年度競技終了後の清掃分担

藤岡中央

農大二

健大高崎

高崎商業

勢多農林

伊勢崎商業

太田東

市立前橋

桐生

太田

館林

前橋育英

沼田・吾妻・大間々・大泉

市立太田中之条

 



平成29年度　群馬県高校総体開会式終了後　練習会場について

平成29年5月12日（金）
12:30頃　正面ロビーにて指導者打ち合わせ　※使用する学校は必ず参加

本競技場 ブロック 補助競技場 ブロック

１～２レーン 中長距離・競歩

３、４レーン 短距離・リレー（T.T用）

５～７レーン（ホーム） S.D.用 ３～６レーン（ホーム） 短距離

８レーン（ホーム） １００ｍＨ ７レーン（ホーム） １００ｍＨ

９レーン（ホーム） １１０ｍＨ ８レーン（ホーム） １１０ｍＨ

８レーン（バック） ４００ｍＨ女子

９レーン（バック） ４００ｍＨ男子 円盤、ハンマー、砲丸投は補助競技場を使用。

※円盤・ハンマー練習をする選手は16時30分～の撤去作業を行うことを条件とする。

周回競技、跳躍、砲丸投、やり投は本競技場を使用 （砲丸投はどちらも使用可）

◆注意事項◆

※ 使用する学校の指導者の方は、必ず指導者打ち合わせにご参加ください。

※ 逆走禁止、牽引走禁止

※ メイン・サブとも、フィールド内の使用は１６：００まで、他は１７：００までです。１７：００完全撤退です。

※ 用器具を使用した学校は、責任を持って片付けを行うよう、ご協力をお願いします。
特にハードル、走高跳、サークル競技は毎年片付けでトラブルが発生しています。

※

投擲練習のため、
ホームストレートのみ使用可。

芝生内立ち入り禁止

時間厳守、完全撤退にご協力ください。
また、大変込み合うことが予想されます。
事故等防止のため、各学校、生徒、顧問間で協力しあいながら実施するようお願いいたします。

 


