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第１版 

第 53 回関東理工系学生対校陸上競技大会 

要項 

 

１.目  的 この大会は理工系学生の対校戦として学生相互の親睦を図り,陸上競技普及と競技力向上を目指す. 

 

２.主  催 関東理工系学生対校陸上競技大会運営委員会（第 53 回大会主幹：東京工業大学陸上競技部） 

 

３.運営協力 埼玉陸上競技協会 関東学生陸上競技連盟 

 

４.期  日 2021 年 9 月 25 日（土）, 26 日（日） 

 

５.会  場 上尾運動公園 陸上競技場（競技場コード 112040） 

 

６.競技種目 ＜男子＞ 

       対  校 100m,200m,400m,800m,1500m,5000m,110mH,400mH,3000mSC, 

                             4×100mR,4×400mR,走高跳,棒高跳,走幅跳,三段跳,砲丸投,円盤投,やり投 

       オープン 100m,200m,1500m,5000m,走高跳,棒高跳, ,走幅跳,三段跳,砲丸投,円盤投,やり投 

      ＜女子＞ 

       対  校 100m,200m,800m,3000m,100mH,4×100mR,走高跳,棒高跳,三段跳,走幅跳,砲丸投,やり投 

       オープン 100m,200m,800m,3000m,走高跳,棒高跳,三段跳,走幅跳,砲丸投,やり投 

      ・補足 

  1. 個人はリレーを除き３種目までの参加を認める．  

2. １種目につき各大学３名，リレーは各大学 1 チームまでの出場を認める．  

3. 対校・オープンの同一種目への参加は認めない． 

4. 男子のオープン種目について 100m, 5000m については各大学６名，それ以外の種目については各大学

３名までの出場を認める．女子については各大学３名を最低保証枠として設置する．なお，競技者多数

の場合は理工系教育組織所属学生を優先することがある． 

5. 感染拡大状況によりオープン種目の削減や大会中止などとする場合がある．（開催判断基準は 2021 年

８月 16 日(月)までに HP にて示す．） 

 

7.競技日程 ◯第１日目 9 月 25 日 (土)  

男子：100m 予選･決勝/400m 決勝/1500m 決勝/110mH 決勝/ 3000mSC 決勝/4x100mR 予選･決勝 

走高跳 決勝/棒高跳 決勝/走幅跳 決勝/やり投 決勝  

女子：100m 決勝/100mH 決勝/3000m 決勝/走高跳 決勝/棒高跳 決勝/走幅跳 決勝/やり投 決勝  

◯第２日目 9 月 26 日 (日)  

男子：200m 予選･決勝/800m 決勝/5000m 決勝/400mH 決勝/4x400mR 予選･決勝 

三段跳 決勝/砲丸投 決勝/円盤投 決勝  

女子：200m 決勝/800m 決勝/4x100mR 決勝/三段跳 決勝/砲丸投 決勝 

＊オープン種目は対校種目と同日に実施する． 

＊申し込み状況によって変更の可能性がある． 

 

8.参加資格 対校種目への参加資格を以下のように定め，いずれかを満たす選手のみ参加を認める． 

1.  2021 年度関東学生陸上競技連盟登録者かつ理工系教育組織に在籍する学生であること． 

2. 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨の各都県陸上競技協会登録者より構成された大
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学・大学院の団体に所属し，理工系教育組織に在籍する学生であること． 

・補足  

1. 理工系教育組織とは，文部科学省の“学科系統分類表”において工学・理学の大分類とされている学科系

統，もしくは数学・理科・情報・工業の教員免許が取得できる教職課程のある学科である．境界領域の

学科系統に所属する場合は運営委員会で審議の上，参加の可否を決定する(文系・体育学部などに所属

する者の対校種目への出場は認めない)． 6.補足 4 の通り，競技者多数の場合は理工系教育組織所属学

生を優先することがある． 

2. 境界領域の学科系統に所属する場合，エントリー時に必ず 15.に記載の連絡先に連絡・確認すること． 

 オープン種目については参加資格を以下のように定め，以下を満たす選手のみ参加を認める． 

  1. 2021 年度日本陸上競技連盟，またその加盟団体の登録者であること．  

＊理工系教育組織以外の学生も可 

 

9.申込方法 1. 申込期間 : 2021 年 8 月 5 日(木)〜2021 年 8 月 20 日(金) 

2. 参加希望団体はエントリーシートに必要事項を記入し, 15.に記載の連絡先に送信すること. 

＊申込期限を過ぎた申込書はいかなる理由があろうと一切受け取らない. 

＊参加申込時には在籍する学部・学科系統・学籍番号を明記すること. 

＊エントリーシートのタイトルは "大学名_第 53 回関東理工系エントリーシート" とすること. 

 

10.参  加  料 1. 1 人 1 種目 : 1000 円 

2. リレー1 チーム : 1500 円 

振込期日 : 2021 年 8 月 31 日(火) 

エントリー審査の終了後, 振り込み先をメールにて各団体に連絡する．メールでの連絡の際に各団体で必ず

確認できる連絡先が必要となるので，必ずエントリーシートに連絡先を記載すること．振込期日前日まで

に運営から振り込み先についてのメールが届いていない場合，15.に記載の連絡先に問い合わせること． 

 

＊参加決定後の参加料は，基本的に返金は受け付けない.ただし１.補足 5 のように，感染拡大状況によりオ

ープン種目の削減や大会中止などとする場合がある．その場合の返金は運営で検討の上判断する．（中止

判断のタイミングによる．８月中に HP へ掲載の開催判断基準を参照） 

 

11. 代表者会議 以下の通り代表者会議を行う. 伝達事項等があるので参加校の代表者は必ず出席すること. 

         期日 : 2021 年 9 月 19 日(日) 16:00〜 

         会場：zoom（リンクは，会議前日までに各団体代表者メールアドレス宛に送付する） 

 

12.表  彰 1. 得点方法は各種目とも，１位８点，２位７点，３位６点，４位５点，５位４点，６位３点，７位 ２点及

び８位１点とする．同順位により対校得点を割る場合には小数計算を行う（ただし，得点が小数計算で算

出できない場合は分数計算とする）．  

2. 各種目第１位から第３位までの入賞者には賞状を授与する．  

3. 男子対校・女子対校・男女総合の部において各種目の合計得点で上位３校を表彰し，第１位には優勝杯

及び賞状，第２位・第３位には賞状を授与する．  

4. 合計得点において同点校があった場合，上位入賞者の多い方を上位とする．それでも決まらない場合は，

男子は 4x400mR の上位校，女子は 4x100mR の上位校を上位とする．  

＊エントリー数が８名に満たない種目については１位の得点をエントリー数と等しい点とし，以下１位下

がるごとに１点ずつ減じた得点を与える． 

 

13.注意事項   １.競技は 2021 年度日本陸上競技連盟競技規則により実施する。 

        2. 大会当日の参加人数に応じて各校に審判員または補助員を要請する． 
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3. ナンバーカード及び腰ナンバーカードは主催者側で用意する．試合終了後主催者に各団体まとめて返却

すること．なお，紛失または過度に汚損した場合は個人またはその所属する団体が弁償すること．  

4. 安全ピンは各人ごと準備すること．  

5. 用器具は主催者の用意したものを使用すること．ただし，棒高跳のポールは個人または各団体で用意す

ること． 

6. 用器具などを紛失または破損した場合，その個人またはその所属する団体が弁償する．  

7. ゴミは基本的に各個人・各団体での持ち帰りとする．各校ゴミについてのマナーを徹底すること． 

8. 競技中の事故に関して応急処置は行うが，その後の一切の責任は負わない．ただし,2021 年度公益社団法

人日本学生陸上競技連合普通会員は，原則としてスポーツ安全保険に加入しているので,この保険が適応

される場合がある． 

9. 新型コロナウイルス感染症防止対策 

・参加者(競技者，審判補助員，マネージャー，指導者)は，2 週間前から体調確認と検温を行い，体調不

良や発熱がある場合には参加しないこと．競技会終了後も大会後用の体調管理表・症状チェック表に記

入しておく． 

・参加者は必ずマスクを持参し，競技中やウオーミングアップ時等を除き，マスクを着用すること。ただ

しマスクの着用で熱中症の危険が増すので，水分補給の準備を忘れない．気温 31 度以上の環境(※)に

おいてマスクの着用はせず，3 密回避・ソーシャルディスタンスの確保等の感染症予防対策を徹底する

こと． 

※日本スポーツ協会熱中症予防運動方針  

・アルコール等の消毒グッズは各団体で準備すること。  

・開会式・閉会式は行わない． 

・競技会当日現場での不必要な接触を避けるため，予想される疑問点は予めメールなどで問い合わせるこ

と． 

 

14.個人情報   1.  主催者は，個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報を取り扱う．なお，取得した 

個人情報は，大会の資格審査，プログラム編成及び作成，記録発表，公式ホームページその他競技運営， 

陸上競技に必要な連絡，および個人の保護等に利用する． 

2. 大会の映像・写真・記事・個人記録等は，主催者及び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・ラジオ・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． 

 

15.連  絡  先 関東理工系学生対校陸上競技大会運営委員会 

東京工業大学陸上競技部 

木内 涼 

Mail：recaught2021@gmail.com 


