
平成２７年度日本体育大学長距離競技会 

要項 

〈主  催〉   日本体育大学陸上競技部 

 

〈運営協力〉   関東学生陸上競技連盟 

 

〈期  日〉   別紙参照 

 

〈会  場〉   日本体育大学健志台陸上競技場 

 

〈種  目〉   【男子】８００ｍ １５００ｍ ５０００ｍ １００００ｍ 

【女子】８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ ５０００ｍ 

※第２４３回の競技会は、第２４３回日本体育大学長距離競技会 兼 

 第２８回ユニバーシアード競技会(２０１５/広州)日本代表選手選考競技会 

 として、女子１００００ｍ選考レースを実施致します。 

※第２４７回２４８回の競技会は、男子５０００ｍ・１００００ｍ 

女子３０００ｍ・５０００ｍのみとなります。 

 

〈申込資格〉   平成２７年度日本陸上競技連盟登録者 

 

〈申 込 料〉   1 種目１０００円 

 

〈申込方法〉   インターネットでの申込みとなります。 

詳細は別紙をご確認下さい。 

 

〈注意事項〉   ・登録陸協の記載がないと公認申請ができませんので、 

必ず申込時に登録陸協を記入して下さい。 

        ・ナンバーカードは各自で作成して下さい。 

（２０ｃｍ×２７ｃｍの白布に太さ２ｃｍで 

男子は黒字、女子は赤字で胸部・背部。番号はレーン番号。） 

・駐車場につきましては別紙をご確認下さい。 

 

〈競技方法〉   競技は２０１５年度日本陸上競技連盟競技規則により実施する。 

 

〈そ の 他〉   競技中に発生した傷害、疾病についての応急処置は主催者側で行うがそれ以後の責任は

負わない。ただし２０１５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、この保険が適用される場合がある。 

 

※競技会に関するお問い合わせは、TEL０４５－９６１－６０８０ 

日本体育大学駅伝合宿所 早乙女 までご連絡下さい。 

E-mail：info@nittai-ld.com 

 



第２４３回日本体育大学長距離競技会 兼  

第２８回ユニバーシアード競技会(２０１５/広州)日本代表選手選考競技会 

要項 

〈主  催〉   日本体育大学陸上競技部 

 

〈運営協力〉   関東学生陸上競技連盟 

 

〈期  日〉   ２０１５年４月２５日(土) 

 

〈会  場〉   日本体育大学健志台陸上競技場 

 

〈種  目〉   【女子】１００００ｍ 

 

〈申込資格〉   平成２７年度日本陸上競技連盟登録者 

         強化委員会が設定した標準記録を突破している者 

 

〈申 込 料〉   1 種目１０００円 

 

〈申込方法〉   日本学生陸上競技連合のホームページをご覧ください。 

 

〈注意事項〉   ・登録陸協の記載がないと公認申請ができませんので、 

必ず申込時に登録陸協を記入して下さい。 

        ・ナンバーカードは各自で作成して下さい。 

（２０ｃｍ×２７ｃｍの白布に太さ２ｃｍで 

男子は黒字、女子は赤字で胸部・背部。番号はレーン番号。） 

・駐車場につきましては別紙をご確認下さい。 

 

〈競技方法〉   競技は２０１５年度日本陸上競技連盟競技規則により実施する。 

 

〈そ の 他〉   競技中に発生した傷害、疾病についての応急処置は主催者側で行うがそれ以後の責任は

負わない。ただし２０１５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、この保険が適用される場合がある。 

※競技会に関するお問い合わせは、TEL０４５－９６１－６０８０ 

日本体育大学駅伝合宿所 早乙女 までご連絡下さい。 

E-mail：info@nittai-ld.com



 

第１６回日本体育大学女子長距離競技会 

要項 

〈主  催〉   日本体育大学陸上競技部 

 

〈運営協力〉   関東学生陸上競技連盟 

 

〈期  日〉   平成２７年１２月１９日（土） 

 

〈会  場〉   日本体育大学健志台陸上競技場 

 

〈種  目〉   【女子】３０００ｍ・５０００ｍ・１００００ｍ 

         【男子】５０００ｍ（校内レース） 

 

〈申込資格〉   平成２７年度日本陸上競技連盟登録者  

 

〈申 込 料〉   1 種目１０００円 

 

〈申込方法〉   インターネットでの申込みとなります。 

詳細は別紙をご確認下さい。 

 

〈注意事項〉  ・登録陸協に記載がないと公認申請できませんので、必ず個人申込時に登録陸協

を記入して下さい。 

・ナンバーカードは各自で用意して下さい。 

（縦２０ｃｍ×横２７ｃｍの白布に２ｃｍの赤字で胸部・背部。 

番号はレーン番号。） 

・ 駐車場につきましては別紙をご確認下さい。 

 

〈競技方法〉   競技は２０１５年度日本陸上競技連盟競技規則により実施する。 

 

〈そ の 他〉   競技中に発生した傷害、疾病についての応急処置は主催者側で行うがそれ以後                      

            の責任は負わない。ただし、２０１５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 

            用される場合がある。 

 

 

 

※ 競技会に関するお問い合わせは、TEL０４５－９６１－６０８０ 

日本体育大学駅伝合宿所  早乙女  までご連絡下さい。999 

E-mail：info@nittai-ld.com  



 

駐車場のご利用について 

  

関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご来場の際は電車・バス等の交通機関をご利

用下さいますよう、ご理解とご協力をお願い致します。 

 大型車につきましては駐車を許可致しますのでインターネットにてお申込下さい。また、どう

しても都合がつかず車を利用しなければならないという方もインターネットでお申込下さい。遠

方を優先して駐車致しますので、近郊からお越しになる方は駐車をご遠慮して頂くこともござい

ますので必ずご連絡先をご記入下さい。 

 また、路上駐車は近隣住民の方々にご迷惑となりますので、絶対にお止め下さい。 

 ※駐車申請は申込み期間内のみとなります。 

 

アクセス方法 

最寄駅 東急田園都市線 青葉台駅下車 

バスターミナル４番乗り場（日体大行き→終点：日体大前） 

 

※ 日体大健志台キャンパス周辺には有料駐車場はありません。 

また、事前に駐車申請がない場合は、如何なる理由でも、学内への駐車はできま

せんのでご了承下さい。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２７年度 日本体育大学長距離競技会 開催日程 

4/25(土） 4/26(日） 5/23(土） 5/24(日） 6/6(土） 6/7(日） 9/26(土） 9/27(日）

800M ○ ○ ○ ○

1500M ○ ○ ○ ○

5000M ○ ○ ○ ○

10000M ○ ○ ○ ○

800M ○ ○ ○ ○

1500M ○ ○ ○ ○

3000M ○ ○ ○ ○

5000M ○ ○ ○ ○

11/14(土） 11/15(日） 12/5(土） 12/6(日）

800M

1500M

3000M

5000M ○ ○

10000M ○ ○

800M

1500M

3000M ○ ○

5000M ○ ○

10000M

期日
第243回 第244回 第245回 第246回

男子

女子

申込期間 10/18(日）～11/3(火) 11/8（日)～11/24(火)

期日
第247回 第248回 第16回女子記録会

11/22(日)～12/8(火)

12/19（土）

女子 ○

○

○

男子

○（校内レース）

 

参加の申込みはインターネットのみとなります。 

※申込みを過ぎると自動的に締切となり、申込みはできませんのでご注意下さい。 

インターネットの申込みについて、下記の通りに行って下さい。 

〈申込み方法〉 

①団体名、責任者、責任者連絡先を info@nittai-ld.com にお送り下さい。 

  大会本部よりログイン ID・パスワードを返信致します。 

  ※直前での登録は大変混み合いますので、お早めにお願い致します。 

②競技会トップページ（http://www.nittai-ld.com/index.php） 

  団体登録、次いで選手登録を行って下さい。 

③出場を希望する競技会、種目を選択し、エントリーを行って下さい。 

※申し込みに関しては必ず公認自己記録と日付・大会名を入力してください。 

※初回は①②③の手順で申込み完了となり、次回からは③から行って下さい。 

※ログイン ID・パスワードは、昨年度使用していたものを本年度も引き続き使用できるようになっております。 

※ID・パスワードを紛失した場合は、パスワードを初期化しますのでこちらにご連絡下さい。 

※団体情報の変更等ありましたら、こちらで変更を致しますので変更内容をお送り下さい。 

〈支払方法〉 

郵便振込に限る。 振込先 ゆうちょ銀行 【店名】   ０２８（横浜鴨志田） 

【店番】   ０２８ 

【預金種類】  普通預金 

【口座番号】  ８３２７０５５１（他行８３２７０５５） 

【名義】   日本体育大学長距離ブロック 

※参加料のお振込は申込期限を厳守して下さい。 

※お振込の際は、団体名と責任者名を入力して下さい。 

※お振込された参加料は如何なる理由に関わらず返金は致しません。 

何かご不明な点がありましたら日本体育大学駅伝合宿所 ℡０４５－９６１－６０８０ 早乙女 までご連絡下さい。 


