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申し合わせ事項 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策に関わる措置について 

(1) 本大会は新型コロナウイルス感染症の感染終息の見通しが立たないことを考慮し、無観客にて開催する。 

(2) 各大学の代表者は、参加大学誓約書を来場初日に参加校受付にて提出すること。未提出の大学には本大会への出場を認めない。 

(3) 競技場の使用許可条件に基づき、各大学の代表者は、日ごとの来場予定者一覧表を来場初日に参加校受付にて提出すること。未提出の大学 

には本大会への出場を認めない。なお、来場予定者名簿は埼玉県保健所の指示により行政機関に提出する。後日、新型コロナウイルス感染症 

の疑いがある場合には直接連絡がある。 

 (4) エントリー人数に応じて、チームスタッフ用 ID を以下の枚数まで申請することができる。 

選手数 1～4 5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30 以上 

発行枚数 3 枚 4 枚 5 枚 6 枚 7 枚 8 枚 
以後、５名ごとに 

１枚追加 

※チームスタッフ用 ID は、名簿に記載された人数分ではなく上記記載の発行枚数となる。 

※チームスタッフ用 ID は、提出した名簿に記載された本人だけに使用させ、名簿に記載されていない者に使用させないこと。 

   ※このため、日ごとに来場者が入れ替わる場合は、インフォメーション・センターに変更希望者の IDを提出し、写真付身分証明書を提示す

ること。なお、来場者名簿に記載がない場合は一切変更を受け付けない。 

   ※違反した場合には、当該大学に交付されたチームスタッフ用 ID はすべて没収する。 

   ※入場時 ID チェックの際、写真付きの身分証明書の提示を求める場合がある。 

   ※投てき場で実施する競技については、エントリー人数に関わらず 1 種目につき 2 枚投てき場専用 IDを配付する。 

   ※チームスタッフ用 ID の配分(監督・コーチ・主務・トレーナー等)は各大学に一任する。 

(5) 体調管理チェックシート(チーム提出用)は、各大学の代表者が大会参加当日、競技者および関係者の健康状態を確認し、8時 30分までに 

オンラインフォームにて提出すること。未提出の大学には、競技場への入場および本大会への出場を認めない。 

  【大会 1 日目(URL)】https://forms.office.com/r/yA974bNAB0 

  【大会 2 日目(URL)】https://forms.office.com/r/Ydgn1dhDLu 

  【大会 3 日目(URL)】https://forms.office.com/r/AtbzEEN85j 

    【大会 1 日目(QR コード)】        【大会 2日目(QRコード)】        【大会 3 日目(QR コード)】 

                                          

(6) 事前に本連合 HPに掲載する体調管理チェックシート(個人用)は、来場者全員に 9 月 3 日(金)から 10月 4 日(月)まで毎日記入することを 

 義務付けるとともに、本連合が提出を求めた場合には、速やかに提出すること。 

(7) 競技場来場時、2 ゲートにて検温を行うこと。その際、37.5℃(非接触)を超える場合は脇下体温計で再計測し、37.5℃を超える場合には、 

15 分後に再度検温をし、それでも 37.5℃を超える場合には入場を認めない場合がある。 

 ※検温を行わずに、競技場内及び雨天練習場、サイドスタンド、バックスタンドは入場できない。 

(8) 競技中・ウォーミングアップ中以外は、マスクを着用すること。また、観客席で観戦する場合、1 席ずつ間隔を空けること。 

(9) 声を出しての応援を禁止する。スタンドでのタイムの読み上げも行わないこと。 

(10) 競技場からの要請により、スタンドの座席を使用後、入場時に配る除菌シート使って必ず各自で消毒を行うこと。 

(11) 来場・出場の辞退又は出場権の取消について 

    ①以下の事項に該当する場合は来場および出場を辞退する。 

1)当日の体温が 37.5℃を超えている場合、または倦怠感がある場合、または息苦しさがある場合  

2)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  

 ②感染者への対応  

9月 2 日の時点、もしくはそれ以降に PCR 検査または抗原検査で陽性反応があった場合、当該選手は参加を辞退すること。または、主 

催者により出場権利の取消しを行う場合がある。 

 ③濃厚接触者への対応  
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保健所から濃厚接触者と認められた場合、14 日間にわたり健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていない選手の出場を認める。 

④感染疑い者への対応  

９月 2 日の時点、もしくはそれ以降に感染疑い症状（＊）が発症した場合、インフルエンザ等の新型コロナウイルス以外の感染症の

リスクもある為、原則当該選手は参加を辞退すること。または、主催者により出場権利の取消しを行う場合がある。 

但し、次の A および Bの両方の条件を満たしている場合は出場を認める。 

 A.感染疑い症状の発症後に少なくとも 8 日が経過している。 ※8 日が経過している：発症日を 0 日として 8 日間のこと 

          B.薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくとも 3 日が経過している。 ※3日が経過している：解熱日・症状

消失日を 0 日として 3 日間のこと。  

＊感染疑い症状とは ・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。 

(12) 新型コロナウイルス感染症の発症が疑われる場合は、速やかに医療機関へ連絡するとともに、大会期間中はインフォメーション・セ 

ンターへ、それ以外は本連合事務局(03-5304-5542)まで必ず連絡すること。 

 

 ２．開門時刻及び閉門時刻について  

大会期間中の開門時刻及び閉門時刻は次のとおりとする。 

期  日 開門時刻 閉門時刻 

9月 17日(金) 7時 00分 19 時 40 分 

9月 18日(土) 7時 00分 20 時 00 分 

 9 月 19 日(日) 7時 00分 17 時 00 分 

※競技に備え速やかに撤収すること。 

 

３.代表者会議について 

  代表者会議は行わない。確認事項の伝達及び各大学の待機場所に関すること等は本連合 HP を通じて通知する。 

 

４.入退場について 

(1) 大会中は、観客席への入退場口として 2 ゲートのみを利用する。 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、大会本部が発行する ID カード（必要事項を記入したもの）を携帯している者に限り許可する。 

※選手・チームスタッフ用 ID は、提出した名簿に記載した本人だけに使用させ、名簿に記載されていない者に使用させないこと。 

   ※違反した場合には、当該大学に交付されたチームスタッフ用 ID はすべて没収する。 

※写真付き身分証明書の提示を求められた場合は、それに応じること。 

(3) 競技終了後、フィニッシュゲートから退場し、大学待機場所等に戻る際は、競技場内を通行せず、競技場の外に出てから戻るものとする。 

  ※新型コロナウイルス感染症対策の観点から、競技エリア内は一方通行とする。 

(4) 入場時は、特別な理由がない限り、入場ゲートに設置されたアルコール消毒液で手指の消毒を行うこと。 

(5) 本競技場及び補助競技場に入場する時は、マスクを着用すること。 

 

５．スタンドの開放について 

 (1) 今大会は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、メインスタンドのみ開放する。観客席で観戦する際は、必ずマスクを着用し、1 席 

   ずつ間隔を空けること。 

 (2) サイドスタンド、バックスタンドは大学待機場所として本連合より場所を指定し、開放する。 

(3) 競技場からの要請によりスタンドの座席を使用後、入場時に配る除菌シート使って必ず各自で消毒を行うこと。 

   

６．ポール及びやり等の輸送について 

 (1) ポールの事前輸送及び返送について、希望者は、事前に日本学連 HP より所定の様式をダウンロードし、9 月 2 日(木)15 時までに本連合事務

局へ FAXにて申し込むこと。なお、期限後及び当日の申込は一切受け付けない。 
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(2) やりの輸送及びチーム荷物の事前輸送については、必ず 9月 16 日(木)着の期日指定で以下の住所に送付すること。 

「〒360-0004 埼玉県熊谷市上川上 300 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 気付 (大学名) 宛」 

(3) やりの返送及びチーム荷物等の返送を希望する場合は、インフォメーション・センターで返送の手続きを行う。なお、返送を希望する際に

は、必ず段ボールで包装する。包装が完全でない荷物は、受け付けない。  

 

７．大学待機場所について 

(1) 大学待機場所として、２F コンコースを割り振る。待機場所を希望する大学は 9 月 3 日(金)15 時までに本事務局にメールにて申し込むこと。 

 (2) 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、競技場内で集団ミーティング等の感染拡大の原因となりうる活動を禁止する。 

(3) 補助競技場内は、割り振りは行わないので、各校譲り合って使用すること。 

(4)  9月 3 日以降の待機場所の発表後に空いている待機場所については、申し出た大学（大学待機場所をすでに持っている大学は除く）に先着 

順で割り当てるので、9月 15 日（水）までは日本学連事務局にメールで、大会期間中はインフォメーション・センターまで申し出ること。 

 (5) 待機場所におけるテントの使用、ガムテープ等を使用して待機場所を区画することは禁止する。 

(6) 各大学の荷物は各日持ち帰ること。荷物を待機場所に放置したまま帰宅することは禁止する。 

(7) 本連合が指定した待機場所以外での掲示物や物品を利用した場所取りを行っている大学を発見した場合、本連合によって撤去し廃棄する可 

能性がある。 

 

８.応援及び横断幕等の掲出等について 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、声を出しての応援を禁止する。スタンドでのタイムの読み上げも行わないこと。 

(2) 競技場における横断幕の掲出については、各大学 1枚に限り、事前に申請のあった大学に限り、各大学 1枚掲出を認める。 

(3) 横断幕は各大学待機場所のスタンド上段もしくは中段の手すりに掲出すること。その際、ガムテープ、メディシングテープ等の粘着痕が 

残る可能性があるものは使用せず紐等で留めること。 

(4) 競技場内（スタンドを含む）におけるのぼり旗の掲出、及び、競技場外を含むすべての箇所におけるのぼり旗のくくり付けは禁止する。 

 

９．撮影について 

 (1) 各大学関係者による競技風景撮影は、競技・運営に支障の無い範囲で、スタンド上の撮影禁止エリア外から認める。ただし、競技運営上の配

慮から、競技役員が声をかけることがあるが、その場合は必ず競技役員の指示に従うこと。 

(2) 各大学の競技研究等を目的とする撮影であっても、事前申請がない場合は撮影禁止エリアからの撮影は認めない。当該エリアでの撮影を希

望する場合は、必ず事前に研究撮影申請を行うこと。 

 

１０．開会式及び閉会式について 

(1) 開会式及び閉会式は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、制限を設けて実施する。 

【開会式】9 月 17 日(金) 8時 30 分(予定)  

集合場所 1 階エントランスホール前 

集合時刻 8 時 15 分 

出席者  前回大会男子優勝校 3名(天皇賜盃返還者 1 名、優勝旗返還者 1名及び宣誓者 1 名) 

並びに前回大会女子優勝校 2名(秩父宮妃杯返還者 1 名及び宣誓者 1 名) 

【閉会式】  9月 19日(日) 16時 00分(予定) 

集合場所 1 階エントランスホール前 

      集合時刻 15時 45 分 

出席者  総合優勝校 2 名、各部門優勝校 1 名 

(2) 閉会式において、男女の総合優勝校の校歌演奏及び部旗の掲揚を行うので、総合優勝が予想される参加校は校歌入りの CD及び部旗を事前に 

用意しておくこと。閉会式前に、校歌ＣＤ及び部旗の提出について連絡をするので、連絡責任者は連絡がとれるようにしておくこと。 

(3) 開会式及び閉会式の出席者は、マスクを必ず着用すること。 

(4) 開会式及び閉会式に参加する際は、各校公式ジャージ等を着用し、集合後、主催者の指示に従い行動すること。 

(5) 雨天時には、開会式及び閉会式の実施場所を変更する場合があるので、競技役員の指示に従うこと。 
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１１．競技場利用のマナーについて 

 (1) 競技場内のすべての電源は、主催者の許可なく使用しないこと。 

(2) 更衣室は、更衣以外の目的で使用しないこと。新型コロナウイルス感染症対策のため、更衣室内での長時間滞留及びシャワーの利用は禁止 

する。 

   ※荷物は各自の責任で管理し、更衣室内に私物を放置しないこと。 

(3) 本大会は、ゴミ箱を設置しない。各校で責任をもってゴミを持ち帰ること。 

(4) 各大学の荷物は各日持ち帰ること。荷物を競技場内に放置したまま帰宅することは禁止する。 

(5) 施設保護のため、ガムテープ、メディシンテープ等の粘着痕が残る可能性があるものは使用しないこと。 

 

１２.車両の入構について 

 (1) 駐車証は発行しないので、競技場内の常設駐車場に駐車すること。埼玉県により駐車場利用について制限される場合があるので 

熊谷スポーツ文化公園 HPを参照のこと。 

 (2) 大型バスで来場する場合、駐車場の利用方法は、熊谷スポーツ文化公園 HP を参照のこと。 

 (3) 荷物の搬出入のために競技場の近くまで車両を入構させることはできない。また、競技場の周囲等に駐車することもできない。 

 

１３．ソーシャルメディアについて 

   第 90 回日本学生陸上競技対校選手権大会では下記のハッシュタグを設定していています。 

ソーシャルメディアの使用上の注意を遵守の上、ご活用ください。 

大会ハッシュタグ       日本学連ハッシュタグ    公式 Twitter    公式 Instgram 

♯90 日本 IＣ           ♯青春に駆けろ           @iuauj          @iuauj1928 

 

１４．その他 

(1) 記録証明書の発行を希望する場合は、インフォメーション・センター開設中に申し出ること。 

(2)  申し合わせ事項は、大会期間中を含め変更となる可能性がある。変更となった場合は、インフォメーション・センターに掲示及び 

本連合 HP に掲載するので、各自確認のこと。 

 


