
「第 11 回はちおうじダッシュ！」大会要項 

１． 主催 「はちおうじダッシュ！」運営委員会 八王子市陸上競技協会 

２． 後援 八王子市教育委員会 

３． 特別協賛 株式会社スリーボンド 

４． 協賛 東日本旅客鉄道株式会社 コニカミノルタ株式会社  

株式会社スーパーアルプス 日本水産株式会社 株式会社アスリート P.A.S 

株式会社ニシ・スポーツ 有限会社丸善運動具店  

 

５． 協力 八王子市中学校体育連盟 八王子市中体連陸上競技専門部 八王子アスレチッククラブ 高体連陸

上競技 5・6 支部 八王子市小学校校長会 八王子市小学校教育研究会 JR 東日本ランニングチーム  

コニカミノルタ陸上競技部 他 

６． 日時 2022 年 10 月 10 日（月）＊荒天中止 

【3 年生】受付 8：３０～８：５０ 終了予定 １０：２５  

【4 年生】受付 １０：００～１０：２０ 終了予定 １２：０５ 

【5 年生】受付 １２：３０～１２：５０ 終了予定 １４：３５ 

【6 年生】受付 １４：１０～１４：３０ 終了予定 １６：０５ 

＊運営の都合上、多少時間が前後する場合がございます、予めご了承ください。 

＊ウォーミングアップ兼ランニングクリニックは個別ではなく、全体指導で行う。 

７．会場 東京フットボールセンター八王子富士森競技場（富士森公園陸上競技場） 

     （日本陸連第 4 種公認・全天候舗装） 

８． 競技種目 3 年男女別 ５０ｍ走 

      4 年、5 年、6 年男女別 １００ｍ走 

９． 競技規定 本大会の競技は本大会要項、および競技注意事項を適用する。 

１０． 競技方法 （１）本大会は記録会方式で行い、決勝は行わない。 

         （２）競技場は全天候舗装になっているが、スパイクの使用は禁止する。 

         （３）スタート方式は、スタンディングスタートで行う。 

         （４）スタートは、イングリッシュコマンド（英語）で行う。 

            「オンユアマークス」（位置について）「セット」（よーい）号砲 

         （５）同一人物が 2 回不正スタート（フライングなど）をした場合は失格とし、競技には参

加できるが、その記録は参考記録とする。（順位には反映しない） 

１１．参加資格 八王子市内在住、在学の小学校 3，4，5，6 年生 

１２．参加制限 各学年 100 名（先着順）＊定員に達した時点で受付終了 

１３．申込方法 大会受付専用ホームページ「ＳＰＯＲＴＳ ＥＮＴＲＹ」（要会員登録）でのみ受付 

１４．申込期間 2022 年 9 月 1 日（木）12 時 30 分～６日（火）23 時 59 分まで 

１５．申込先 「ＳＰＯＲＴＳ ＥＮＴＲＹ」ホームページ 

＊申し込みに関するお問い合わせ 

「ＳＰＯＲＴＳ ＥＮＴＲＹ」カスタマーサポートセンター Tel 0570-039-846 

(平日 10：00 から 17：30) 

１６．参加費 800 円（振込手数料別途） 

   ＊申し込みは、コンビニ、クレジットカード決済による参加費事前払いで確定する。 

       ＊自己都合によるキャンセル、自然災害・事故や疾病（新型コロナウイルス 



感染症含む）等の主催者の責によらない事由で、大会規模の縮小や中止の場合を含めて参加費の

返金はいっさい行わない。 

１７．表彰 表彰式は行わない。記録により順位を決定する。各種目上位 3 名にメダル、8 位までに賞状を後日、

在学の小学校に送る。＊八王子市内小学校在学者に限る 

１８．体調管理チェックリスト  

   当日、受付（TIC）で参加者、引率者、家族、全員提出が必要になります。 

   忘れた場合は、大会参加、競技場の入場をお断りいたします。 

   上記書類の書式は、八王子市陸上競技協会のホームページ（https://8riku.com）より各自ダウンロードし

て使用してください。 

   ＊発熱等のチェック項目に該当があった場合は、参加・来場を見合わせてください。 

    当日、TIC で受付時に大会参加や競技場入場をお断りする場合がある。 

１９．新型コロナウイルス感染防止のための注意事項 

   （１）密を防ぐため、待機場所を参加者は競技場内（グランド）、引率者・保護者（家族）は、 

メインスタンドに分ける。応援は、声援ではなく拍手でお願いします。 

   （２）競技場内、スタンド等ではマスク着用の上、手洗い、手指アルコール消毒を励行する。 

   （３）大会開催中は、会場の係員の指示に従い、ソーシャルディスタンスを確保すること。 

２０．その他 

   （１）タイムテーブル・競技注意事項については、八王子市陸上競技協会のホームページで確認すること。

（開催期日の 10 日前頃に掲載予定） 

   （２）競技中に発生した事故についての応急処置は主催者で行うが、それ以降の対応は各自で行うこと。 

（３）引率者は必ず競技終了まで帯同すること 

   （４）本大会の結果は、密集防止対策として会場内掲示は行わず、競技会終了後に 

      八王子市陸上競技協会のホームページに期間を限定して掲載する。 

 

競技会申し込みに際し、下記の規定に同意の上、申込を行うこと 

Ａ 申込規約 

（１） 受付（ＴＩＣ）にてプログラム、アスリートビブス、腰番号、安全ピン等を配布する。 

（参加賞は別途配布） 

（２） 競技場は、全天候舗装になっておりますが、スパイクの使用は禁止する。 

（３） 競技中に発生した傷害・疾病については応急処置のみ主催者で行うが、紛失・盗難、その他事故含めて以

後の責任は負いかねます。 

（４） 保護者等の引率者のつかない参加者の出場は認めません。受付も引率者と一緒に行うこと。 

（５） 受付は受付時間内に行うこと。遅れると出場できなくなる場合がある。 

（６） 駐車スペースに限りがあります。車での来場は極力お控えください。 

（７） 大会要項中の時間標記は予定です、安全への配慮を優先させていただくため、競技開始・終了時間等が変

更になる場合がある。 

（８） 競技参加、観戦ともにマナーを守り、他の参加者、観戦者への配慮を心掛けること。 

（９） 自己都合によるキャンセル、自然災害・事故・事件・疾病等の主催者の責によらない事由で、大会の開催

が短縮・縮小・中止となった場合、参加費の返金は、一切行わない。 

 

 

 

https://8riku.com/


Ｂ 参加者同意事項 

（１） 心疾患・疾病等がなく、健康に留意するとともに、疾病、事故、紛失等に対し、自己責任において大会

に参加します。 

（２） 大会開催中に主催者が競技続行に支障があると判断した場合、主催者の指示に従います また、主催者

の安全管理・大会運営上の指示に従います。 

（３） 大会開催中の事故・疾病への補償は、主催者の加入する保険の範囲内である事を確認し承諾します。 

 

Ｃ 個人情報の取り扱い 

  大会申込者の個人情報の取り扱いは、以下の掲載する主催者の規約に則る。 

（１） 主催者は、個人情報の重大性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関連法令を遵守し、主催者

の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。 

（２） 大会で取得した個人情報は参加者へのサービス向上を目的とし、当日の案内・関連情報の発信・記録掲

載等に使用する。 

（３） 個人情報のうち、参加者の氏名・性別・学年・所属・記録は、大会が存続する限り保管され、大会の 

映像・写真・記事・記録等の個人情報を新聞・テレビ・インターネット（主催者の管理している大会 

ウエブサイト・次回大会以降の広告等）に掲載させていただく場合がある。また、その掲載権・ 

使用権は、主催者に属する。 

（４） 大会記録保持者は記録が更新されるまで次回大会以降、氏名・性別・学年・所属・記録を大会プログラ

ムにて使用する。 

（５） 個人情報のうち、氏名・年齢・所属を大会プログラムに掲載する。 

（６） 上記以外の個人情報は、次回大会のエントリー受付開始日をもって廃棄する。 

 

 



競技注意事項 

１．競技規則について 

本大会は、本大会の要項及び競技注意事項により実施する。 

 

２．競技場の入場及び競技者受付（TIC）について 

  競技場への入場は、プログラム記載の会場図を参考に、係員の指示に従って行動すること。 

  競技者、保護者・引率者の受付を TICにて行う。 

代表者は、競技者、保護者・引率者、同行者（5歳以上）は、事前に記入した「体調管理チェック

シート」を提出しリストバンド、プログラム、アスリートビブス、腰番号を受け取ること。 

5歳以上の参加者でリストバンドを着けていないものは、競技場に入場することができない。 

 

３．アスリートビブスについて 

  ①アスリートビブス、腰番号、安全ピンは主催者が用意する。 

  ②アスリートビブスは配布されたままの大きさで胸の四隅をしっかりと止めること。 

  ③腰番号は、ランニングパンツの右側上部、記載の数字が身体の真横となるように 

つけること。 

  ④アスリートビブス、腰番号は回収しない。 

 

４．競技について 

  ①スパイクの使用は認めない 

  ②スタート方法は、スタンディングスタートとする。 

  ③スタート動作の指示は、英語で行う。 

  ④同一競技者が 2回不正スタート（フライング）をした場合は、失格とする。ただし、競技には参

加させ記録は参考記録とする。 

 

５．その他 

  ①棄権（欠場）があった場合は、そのレーンを空けて競技を行う。 

  ②傷害・紛失・その他の事故やトラブルについて、応急処置を除き主催者は、一切の責任を 

   負わない。 

  ③競技場での盗難・置き引きには各自が十分に注意すること。主催者は、一切の責任を 

   負わない。 

  ④開会式はスタンドで行い、開会式終了後に競技者はグランドに移動する。 

   競技者以外は、スタンドで観戦すること。 

  ⑤飛沫観戦を防ぐため、応援や大声・近距離での会話を避けること。 

  ⑥各自で出したゴミは必ず持ち帰ること。 

  ⑦届けられた遺失物については、TICで競技終了時まで保管する。 

   大会終了後は、競技場の管理棟にて一定の期間保管される。 



 

６．記録証、賞状等の配布 

  当日配布は行わない。 

  各種目上位 3名にメダル、8位までに賞状、競技者全員に記録証を後日、在学の 

  小学校に届ける。市内公立小学校以外に在学の競技者には自宅に郵送する。 
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富士森陸上競技場配置図 
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「第 11 回はちおうじダッシュ！」大会参加にあたって 

選手・保護者・引率者ガイドライン 

開催にあたりましては「新型コロナウイルス感染症」の感染予防・感染防止への皆様の協力が 

大変重要となります。つきましては、ここにお示しいたします内容についてご理解とご協力いただきます

ようお願いします。また、感染リスクを最小限におさえられるよう一人ひとりが活動にご留意いただくと

ともに大会終了後も、引き続き体調管理の徹底をお願いします。 

 

１）必ずご用意いただくもの（◎来場者全員 ▲選手が必要なもの） 

◎マスク（選手：競技中以外は着用してください。ウォーミングアップ中は推奨とします） 

◎体調管理チェックシート（当日までの検温記入必要です） 

◎ゴミ袋（ゴミは、すべて持ち帰りです） 

▲飲み物 

▲タオル 

▲雨具（合羽、レインコートなど雨天時のウォーミングアップで使用します） 

 

２）受付（TIC）で提出するもの 

  体調管理チェックシート（大会当日を含む 8 日分の体調管理表）幼児を含む競技場に入場される 

  全員分の提出が必要になります 

  提出いただけない場合大会参加、競技場入場をお断りいたします。 

  また、当日、TIC にて検温を行います。発熱（37.5 度以上）のほか、運営側で体調不良と判断した 

場合は入場、参加をお断りすることがあります。（返金はいたしません） 

 

３）受付で配布されるもの 

  ・アスリートビブス番号入りチャック袋（競技中のマスク入れにご利用ください） 

  ・アスリートビブス、腰番号（サイドビブス）、安全ピン 

  ・プログラム 

  ・リストバンド 

 

４）参加賞は、競技終了後お渡しします。（各種協賛品） 

 

５）消毒用アルコールを入退場口やトイレ等、各所に設置いたします。手指消毒をお願いします。 

 

６）本大会は、記録の掲示を行いません。大会終了後、八王子市陸上競技協会のホームページに 

掲載します。 

 

７）スタンド（観覧席）は、ソーシャルディスタンスに配慮してお座りください。 

 

８）大声を出しての声援は、ご遠慮ください。拍手での応援をお願いします。 

９）スタンド（観覧席）や競技場内は水分補給のみ可能です。 

 



１０）本大会は、ごみ箱の設置はありません。ごみは、すべてお持ち帰りください。 

 

１１）表彰式は行いません。各種目上位 3 名にメダル・8 位までに賞状・参加者全員に記録証を 

   後日、在学の小学校にお届けします。（市内効率小学校以外に在学の方は、ご自宅に送ります） 

 

１２）忘れ物に関しては、大会開催後、3 か月は陸上競技場管理事務所で保管しますが、それ以降は 

   処分します。 

 

１３）大会終了後 2 週間以内に「新型コロナウイルス感染症」を発症および濃厚接触者と判明した 

場合は、必ず主催者に報告をお願いします。 



【大会前／提出用】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート（第2版8月11日改訂）

※大会1週間前から記入し、大会当日、主催者の指示に従い指定の場所に提出すること

No. チェックリスト 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日

1 のどの痛みがある

2 咳（せき）が出る

3 痰（たん）がでたり、からんだりする

4 鼻水（はなみず）、鼻づまりがある　※アレルギーを除く

5 頭が痛い

6 体のだるさなどがある

7 発熱の症状がある

8 息苦しさがある

9 味覚異常(味がしない)

10 嗅覚異常(匂いがしない)

11 体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

12 薬剤の服用(解熱剤を含む上記症状を緩和させる薬剤)

※参加者が未成年の場合

保護者氏名　                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第11回はちおうじダッシュ！　（選手・付き添い）どちらかに〇をつけてください

氏名　　　　　　　                                           　　　　　　 所属（学校名など）　　                                 　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号）　　　　　　　   　                              　

※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）

本チェックシートははちおうじダッシュ！において新型コロナウイルス感染症の拡大を防⽌するため、参加者の健康状態を確認することを⽬的としています。本チェックシート

に記入いただいた個⼈情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用します。また、個⼈情報保護法等

の法令において認められる場合を除きご本⼈の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会会場にて感染症患者またはその疑いのある⽅が発⾒された場合に必要な範囲

で保健所等に提供することがあります。　                                                                                                       🔲個⼈情報の取得・利用・提供に同意する


