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1. 時程表 

 
No. 開始時刻 区分 番組 ROUND 

  6:20   開門   

  6:50   練習時間 A グループ（20 分）  6:50～7:10 

  7:10    練習時間 B グループ（20 分）  7:10～7:30 

  7:30    練習時間 C グループ（20 分）  7:30～7:50 

  7:40   役員集合打合せ   

  7:50   練習終了、設営（電子計時テープ貼り他）   

  8:00   開会式   

1 8:30 女子 スプリント 予選（３名） 

2   男子 スプリント 予選（13 名） 

3 8:55 男子 ケイリン（各組上位２名は 1/2 決勝へ） 予選（３組・21 名） 

4 9:15 女子 ３km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝（４組・８名） 

5   男子 ４km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝（11 組・21 名） 

6 10:55 男子 スプリント １／４決勝（１本勝負） 

7 11:10 男子 ケイリン（各組上位２名は 1/2 決勝へ） 敗者復活戦（３組・15 名） 

8 11:30 男子 ポイント・レース（各組上位 12 名は決勝へ） 予選 10km（２組・41 名） 

  12:10   昼食   

9 12:50 男子 スプリント １／２決勝（１） 

10   男子 スプリント １／２決勝（２） 

11   男子 スプリント １／２決勝（３） 

      設営（電子計時 500ｍ用テープ貼り）   

12 13:15 女子 500m タイムトライアル 決勝（７名） 

13 13:35 男子 １km タイムトライアル 決勝（13 組・25 名） 

14 14:20 男子 ケイリン（各組上位３名は決勝へ） １／２決勝（２組・12 名） 

15 14:35 男子 ポイントレース 決勝 24km（24 名） 

16 15:15 男子 スプリント ３～４位決定戦（１） 

17   女子 スプリント 決勝（１） 

18   男子 スプリント 決勝（１） 

19 15:25 男子 ケイリン 決勝１組（６名） 

20 15:35 男子 スプリント ５～８決定戦 

21   男子 スプリント ３～４位決定戦（２） 

22   女子 スプリント 決勝（２） 

23   男子 スプリント 決勝（２） 

24 15:50 男子 スプリント ３～４位決定戦（３） 

25   女子 スプリント 決勝（３） 

26   男子 スプリント 決勝（３） 

      競技終了   

  16:00   閉会式・表彰式   
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1. 参加校受付について 
l 参加校受付は、競技当⽇ 7:15〜7:45 に、インフィールド出⼊⼝⼿前で⾏います。 

2. 練習時間割について 

l 10⽉27⽇（⽇）の競技場の開⾨時間は6:20です。⼤会当⽇の練習時間は３グループに分けて実施します。 
l 練習時間は以下の通りです。この時間帯に救護員は配置しておらず、落⾞など、医療⾏為が必要な事故の対処

はいたしかねますので、そのことを了承した学校のみ練習を認めるものとします。 

l スタンディング、スロースタート練習は危険な為、禁⽌致します。 

Group A （6︓50〜7:10） 43 名 Group B （7:10〜7:30） 43 名 Group C （7:30〜7:50） 44 名 
慶應義塾⼤、法政⼤、⽴教⼤ 

東北学院⼤、早稲⽥⼤、駒澤⼤ 
⽇本⼤、中央⼤、順天堂⼤ 

 
 

⽇本体育⼤、明星⼤、明治⼤ 
新潟⾷料農業⼤、新潟⼤、東京⼤ 

防衛⼤、信州⼤ 

尚、前⽇の 10 ⽉ 26 ⽇（⼟）は別⼤会の試合で全⽇競技場を使⽤しているため、練習を⾏うことはできません。 

3. 開会式について 
l 8:00 よりホームストレッチにて開会式を⾏います。時間前までにご整列ください。 

4. ゴミ投棄厳禁の徹底 
l ごみは各学校で持ち帰ってください。会場でのごみの投棄や放置が発覚した場合、3,000 円/件のペナルティー

を科します。 
5. ⼥⼦更⾐室について 

l 管理棟⼀階の保健室をご利⽤ください。 

6. インフィールドへの出⼊りおよびフィールド内について 
l インフィールドへの出⼊りは、ホーム側に⼊⼝専⽤と出⼝専⽤の２か所を設けますので、役員の指⽰に従って下さい。 

7. フィールド周辺でのテント設営について 
l 過去に、強⾵時に⾛路内にテントが⼊り込み競技の妨げになったケースがありました。テント設営の際には、⾛路内

に⼊り込まないようにしっかりと固定してください。また、駐⾞場内には、テントの設営を禁⽌します。 

8. 駐⾞スペースについて 
l 駐⾞スペースに限りがあるので、各チームの⾞両については、節度をもった利⽤をお願いいたします。 
l 管理棟横の駐⾞場は各校1台のみとし、総務系役員・器材関係の⾞両の駐⾞を妨げないようにお願いします。 

  各校 2 台⽬以降と⼤型⾞及び競技系役員の⾞両については、競技場の下の駐⾞場に停めてください。 
Ø 駐⾞場内でのトラブルについて当⽅は責任を負いかねますので、当事者間で解決してください。 

 
 
以上 


