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選手権 A ファイナル 
A ファイナルについて 
・予選成績発表の結果、予選各コース 12 位以内の選手が A ファイナルに進出できます。同コ

ースにおいて 12 名以上の選手が 12 位以内に入った時はその全員が A ファイナルに出場でき

ます。A ファイナル出場者は、以下の説明に従って A ファイナルに参加して下さい。 

 

受付（11：45-12：30） 
・A ファイナルのスタートリストは 11：00（予定）までに第 1 次の発表

を行います。この時点での成績および A ファイナルスタート時刻は最

終確定ではなく、変更の可能性があります。 

・A ファイナルのスタートリスト（最終確定）発表は、調査依頼の処理

が終了次第に行います。発表は 11：45 以降となります。 

・A ファイナル出場者は受付にて A ファイナル用の E-Card、ナンバーカ

ード、安全ピン、コントロール位置説明を受取って下さい。 

・予選・B ファイナルで使用した E-Card は、各大学の代表者が大学全員

分をまとめて受付に返却して下さい。その際、バックアップラベルを

はずし水洗いして下さい。ご協力お願いします。 

・ナンバーカードは 1 人 2 枚配布します。胸および背中の見やすい位置

に水平につけて下さい。 

・必ずナンバーカード 1 枚につき安全ピンを 4 個使用して下さい。 

・自分のスタート時刻とナンバーカード番号が正しいかどうか、公式掲

示板の A ファイナルスタートリストで確認して下さい。 

・A ファイナルを欠場する場合は、欠場する旨を受付で告げて下さい。 

・A ファイナルを欠場する選手がいた場合でも、予選不通過者からの補

充は行いません。 

・A ファイナルのスタートは予選通過順位下位の選手から、また、予選

他組の同順位者は、第 1 組が 1 番目に、第 2 組が 2 番目に、第 3 組が

3 番目に（男子のみ）行います。予選同コース内で同順位者がいる場合、

予選スタート時刻が先の選手を上位とみなし、A ファイナルのスター

トリスト時刻に反映します。 

 

スタート待機所への移動（12：30-13：30） 
・スタート待機所までは徒歩による移動となります。（青白色テープ誘導

徒歩 3 分） 

・スタート待機所へは A ファイナル出場者およびチームオフィシャルの

みが行く事ができます。選手の方は E-Card およびナンバーカード、

チームオフィシャルの方は ID カードを持参して下さい。 

・A ファイナルを走り終わった者と、A ファイナルをこれから走る者が

会場で接触するのを避けるため、A ファイナル出場者および A ファイ

受付 

11：45-12：30 

スタート待機所

への移動 

12：20-13：30 
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ナルスタートへ行くチームオフィシャルは全員 12：30 から13：30 ま

での間にスタート待機所に移動して下さい。スタート待機所において

役員が移動したのをチェックしますので、選手はナンバーカードを、

チームオフィシャルは ID カードを役員に提示して下さい。13：30 以

降に会場からスタート待機所に向かう事はできません。また、スター

ト待機所から会場へ戻った場合、再びスタート待機所へ向かう事はで

きません。 

・スタート待機所は休養村センターのバンガローを使用します。 

・会場下駐車場トイレをスタート待機所のトイレとして使用します。 

13：30 から 14：55 まではＡファイナル出場者および、Ａファイナル

スタートへ向かうチームオフィシャル以外の方は使用できません。 

 

A ファイナルスタートへの移動（12：30-13：30） 
・A ファイナルスタート地区までは徒歩による移動となります。（青白色

テープ誘導徒歩 20 分、約 1.2km） 

・チームオフィシャルは A ファイナルスタート地区まで行くことができ

ます。ID カードを持参して下さい。会場までは往路を徒歩にて戻るこ

とになります。 

・選手の方は E-Card およびナンバーカードを持参して下さい。 

・ウィンドブレーカー等輸送 

選手は荷物（少量になるようにして下さい）をスタート地区に預ける

ことができます。紛失予防のため荷物にネームタグ等を付けておいて

下さい。各チームオフィシャルはウィンドブレーカーの輸送を積極的

に手伝って下さい。会場に荷物が戻ってくるのは 15：00 過ぎになる予

定です。なお、輸送中に紛失等の事故が発生しても主管者側は責任を

持ちません。 

 

A ファイナルスタート（13：30-14：55） 
・A ファイナルスタートはプレスタート方式です。 

・スタートは男女とも 13：30 より2 分間隔で行います。 

 ・E-Card およびナンバーカードが無い選手はスタートできません。 

・プレスタート地区に現在時刻を示す時計を用意します。 

・スタート枠に入る前に E-Card をスタートユニットにはめ込み、アクテ

ィベートさせて下さい。 

・スタート 3 分前になったら自分のスタートレーンに入ってください。1

分ごとに枠を一つずつお進み下さい。 

・スタート 2 分前になったら、役員に E-Card を提示し、確認を受けて

下さい。 

・スタート 1 分前に本スタートへ移動して下さい。プレスタートから本

スタートまでは赤色テープ誘導に従って 40ｍです。 

Ａファイナルス

タートへの移動

12：30-13：30 

スタート 

待機所→ 

スタート 

徒歩 20 分 

青白色テー

プ誘導 

赤白色テー

プ誘導 

40m 

スタート 

13：30-14：55 

会場→ 

スタート 

待機所 

徒歩 3 分 

青白色テー

プ誘導 
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・スタート約 10 秒前に E-Card をスタートユニットにはめ込み、スター

トの合図と同時に、E-Card を離し、地図を受け取ってスタートフラッ

グまで進み、スタートして下さい。計時はスタートの合図から行いま

す。 

・スタートフラッグは本スタートの目の前に設置してあります。スター

トフラッグが地図上のスタートマーク（△）の中心です。 

・一度スタートした選手は必ずゴールを通過するか、何らかの方法で

E-Card をゴールに提出して下さい。提出がないと未帰還者として捜索

されます。 

 
Ａファイナルスタートレイアウト 

 

 

ME WE 
 

遅刻者 
 

 

 

 

ME WE 
 

遅刻者 
 

 
 
 

 
 

 

 
遅刻者 

・15 分以上遅刻した場合は出走できません。 

・遅刻者は遅刻枠に直行し、係員に E-Card を提示して下さい。 

・自分の地図を受け取ったら、係員の指示に従ってスタートして下さい。 

・所要時間は主管者が指定したスタート時刻にスタートしたものとして

計算します。 

・A ファイナルスタート閉鎖時刻は 14：55 です。 

 

競技（13：30-15：40） 
・競技方法は予選と同じです。 

・競技時間は 60 分です。これを超えると失格となります。 

 

 

ゴール（13：30-15：40） 
・会場に A ファイナルゴールを設営します。 

・最終コントロールからは赤白色テープ誘導に従って進んで下さい。Ａ

スタート 

フラッグ 

競技時間 

60 分 

最終 

コントロール 

ゴール 

13：30-15：40 

赤白色テー

プ誘導 

スタートフラッグ 

←2 分前枠 

←3 分前枠 

←1 分前枠 

プレスタート 

40 m 

本スタート 
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ファイナルのゴールレーンは、Ｂファイナル、併設クラスのゴールレ

ーンとは別ですので、間違わないようご注意下さい。 

・計時線より先は追越禁止です。 

・ゴールで地図は回収しません。 

・E-Card は、役員の指示に従って提出して下さい E-Card を提出できな

い場合は失格となります。 

・バックアップラベルを紛失した場合、電子的記録でコントロールを順

番に回ってきたことが確認できれば失格となりません。確認できない

と失格となります。 

・ゴールでの調査依頼は一切受付けません。受付までお願いします。 

・ゴールは A ファイナル最終スタート時刻から 60 分後に閉鎖します。 

ゴール地区レイアウト 

 

調査依頼 
・調査依頼はゴール後すみやかに受付まで文書で行って下さい。調査依

頼用紙は受付に置いてあります。 

・調査依頼の締切りは 16：40（予定）（ゴール閉鎖後 60 分）です。 

 

表彰式（15：15 以降） 
・A ファイナルの男女 1 位を 2003 年度ショートディスタンス選手権者と

します。 

・A ファイナルの男女 6 位までを入賞者として表彰します。 

・A ファイナル出場者中、日本学連登録初年度の選手で最も成績の良か

った男女 1 名を特別表彰します。 
表彰式 

15：15 以降 


