
競 技 注 意 事 項          

１ 競技規則について 

（１）2022年度日本陸上競技連盟競技規則および、競技会における広告および展示物規程、並びに本大会申し 

合せ事項による。 

（２）ワールドアスレティックス コンチネンタルツアーブロンズ該当種目（13種目）については 2022年度ワ 

ールドアスレティックス競技規則を適用する。広告規程でもワールドアスレティックス規則に準ずる。 
 
２ 練習会場等について 

 （１）4月 28日（木）13:00～17:00は、メイン競技場・補助競技場を練習会場として開放する。 

（２）練習にあたっては、競技役員の指示に従うこと。 

（３）練習会場の入退場時は、必ずＡＤカードを明示すること。 

（４）チューブやメディシングボール、ミニハードル、ラダー等の用具を使用しての練習は全面禁止とする。 

（５）メイン競技場での練習について 

①トラック種目及び走高跳・三段跳を使用可とする。ハンマー投はターン練習のみとする。 

②レーンの使用は次の通りである。尚、逆走は禁止とする。 

レーン 種  目 

1・2 中 ・ 長 距 離 

3～6 短 距 離 

7・8 100m・110mハードル 
 
（６）補助競技場での練習について 

①レーンの使用は次の通りである。尚、逆走は禁止とする。 

レーン 種  目 

1・2 中 ・ 長 距 離 

3～6 短 距 離 

7・8 100m・110mハードル 
 
※小中高生の練習は、バックストレート側（第２・第３コーナー含む）とし、ホームストレート側は 
中・長距離種目の周回練習を除き使用しない。 

   ②フィールド種目は走高跳・三段跳のみとする。 

 

３ 招集について 

 （１）招集所は、西ゲート外側、補助競技場への通路付近に設ける。 

 （２）招集開始・完了時刻は、次の通りである。 

 招 集 開 始 招 集 完 了 

トラック 
ＧＰ種目 競技開始 20分前 10分前完了 

ＧＰ以外 競技開始 30分前 15分前完了 

フ ィ ー ル ド 競技開始 45分前 30分前完了 

 （３）招集の方法については、次の通りである。 

  ①招集開始時刻に招集所で競技者係の点呼を受ける。その際、アスリートビブス・靴底の厚さ、スパイクピ

ン・商標の点検を受ける。 

トラック競技のみ腰ナンバー標識（2枚）を受け取る。 

   ②携帯電話等、競技規則 TR6に関わる機器を持ち込んでいないか確認を受ける。 

   ③競技者の衣類、物品を含むすべての広告物については『競技会における広告および展示物に関する規程』

が厳格に適用される。 

④代理人による点呼は認めない。 

⑤各種目を棄権する場合は、招集完了時刻 30分前までに所定の「欠場届」を競技者係に提出すること。 

⑥招集完了時刻に遅れた競技者は、当該種目を棄権したものとする。 

   ⑦リレーオーダー用紙は、招集完了時刻１時間前までに、招集所に提出すること。提出後の変更（提出後

の怪我等は除く）は認められない。 

 



４ アスリートビブスについて 

（１）アスリートビブスは、主催者が用意したものを、そのままの大きさで胸・背部に固定すること。 

ただし、跳躍種目の競技者については、どちらか一方でよい。【競技規則 TR5.10】 

（２）トラック競技の競技者は、腰ナンバー標識を指示された場所に貼り付けること。 

  

５ 競技場内への入退場について 

（１）招集所から競技者係の誘導により競技場に入場する。 

（２）競技終了後は、競技役員の指示に従いミックスゾーンを通り退場する。なお、上位入賞者は、インタビ

ューの終了後、係員により入賞者控所に誘導され、そこで待機し、その後は入賞者管理係の指示により

行動する。表彰終了後は、係員の指示により退場する。 

 

６ 競技の抽選及び番組編成について（レーン順・試技順） 

（１）トラック競技の予選のレーン順・フィールド競技の試技順は、スタートリストに記載した順による。 

（２）トラック競技の決勝の組み合わせ及びそのレーン順は、番組編成掲示板に掲示する。 

（３）トラック競技における次ラウンド進出者のプラスの決定について、その最下位で 0.01秒単位で同記録 

があった場合、0.001秒で着差判定をして進出者を決める。着差がない場合は抽選とする。 

（４）抽選が必要な場合は、当該競技者にアナウンスにより連絡し、大会本部において当該競技者あるいは代

理人による抽選を行う。尚、アナウンス後 20分を経過しても当該競技者あるいは代理人が大会本部に来

なかったときは、主催者が代行する。 

（５）タイムレースで同タイム者が出た場合、組が違っていてもすべて同順位とする。 

（６）男女 100m・110mH・100mHについては、Ａ決勝進出者のみ表彰の対象とする。 

 

７ 競技について 

（１）トラック競技について 

   ①トラック競技の計時は、すべて写真判定装置を使用する。 

   ②レーンで行うトラック競技においては、欠場者のレーンは空ける。 

   ③短距離種目では、競技者の安全のため、フィニッシュライン通過後も自分に割り当てられたレーン（曲

走路）を走る。 

   ④競技規則 TR16により、不正スタートをした競技者は 1回で失格とする。 

    ただし、小学生については同じ競技者が 2回行った場合、失格とする。 

   ⑤トラック競技の競技者には、招集所で透明なビニール袋を配布する。ビニール袋にマジックペンで自分

の名前と番号を書いておく。 

⑥スタート前に脱衣した衣類は、ビニール袋に入れ、競技役員が指示した場所に置く。 

これらの衣類等は、直ちに係員によりフィニッシュライン付近に運ばれるので、フイニッシュ後各自で

受け取り退場する。 

   ⑦ スターターの合図は英語とする。 

（２）フィールド競技について 

  ①競技の計測は、すべて光波距離計測器を使用する。 

②助走路の外側に主催者が準備したもの、または承認したマーカーを 2個まで使用することができる。 

   ③三段跳の踏切板は、男子は砂場から 13mの地点に、女子は砂場から 11mの地点に設置する。 

   ④フィールド競技における競技場内での練習は、すべて競技役員の指示に従う。 

   ⑤フィールド競技が行われる近接のスタンドに「コーチ席」を設ける。 

（３）競技者は、ビデオ装置・レコーダー・ラジオ・CD・トランシーバーや携帯電話もしくは類似の機器を競

技場内で所持または使用することはできない。また、勝手に競技場所を離れることはできない。 

【競技規則 TR6.3】 

（４）競技者としてあるまじき行為をした競技者には、警告が与えられ、場合によっては当該競技から除外さ

れる。警告はイエローカード、除外はレッドカードを示すことによって競技者に知らされる。 

（５）欠場する者は、本大会規定の「欠場届」に必要事項を記入し、次の要領で届けること。届けずに欠場し

た者は、日本陸上競技連盟、加入団体主催または後援する競技会に出場を認めない処置を講ずることが

ある。 

 



８ 走高跳について 

（１）バーの上げ方は、最後の一人になり優勝が決定するまでは次の通りとする。 

種 目 練 習 1 2 3 4 5 6 7 8～ 

女子走高跳 
1m60 

1m70 
1m65 1m68 1m71 1m74 1m77 1m80 1m82 以後 2cm 

  ※残っている競技者が２人以上でも、全員の同意があれば、日本記録もしくは大会記録等を超える高さにバ

ーを上げることができる。 

（２）公式練習について 

試技順に 2回行う。 

 

９ 競技用具について 

競技に使用する用器具は、すべて主催者が用意したものを使用すること。なお、競技用具の持ち込みを希望

する者は、当日競技開始 1時間前までに、西ゲート横の用器具庫に申し出ること。 

検査に合格した用具は預かり証の上、一括借り上げし、参加競技者で共有できるものとする。競技終了後に

用器具庫で返却する。 

競技場に用意してある投擲用具については，下の通りである。 

 

10 競技用靴について 

（１）競技場は全天候舗装である。 

（２）スパイクの数は 11本以内で、長さ 9mm（走高跳は 12mm）を超えてはならない。また、スパイクの先端の直

径は 4mm以内とする。【競技規則 TR5.3】 

（３）靴底の最大の厚さは、フィールド種目（三段跳を除く）は 20mm以内、三段跳は 25mm以内、800ｍ未満のト

ラック種目は 20mm以内、800ｍ以上のトラック種目は 25mm以内でなければならない。 

【競技規則 TR5.13】 

 

11 結果発表と抗議について 

（１）各種目の結果発表は、大型映像およびアナウンスで行う。 

（２）発表された結果に対する抗議は、競技規則 TR8に定められている時間内（同一日に次のラウンドが行われ

る場合には、アナウンス後 15分以内、それ以外は 30分以内）に、競技者自身または代理人が、担当総務

員を通じて、審判長に対して口頭で行い、控室で裁定を聞く。さらに、この裁定に納得できない場合は預

託金 1万円）を添え、担当総務員を通じて、ジュリーに文書で申し出る。 

 

12 インタビュー・表彰について（グランプリ種目のみ） 

（１）インタビュー 

   記者席からの希望選手のみインタビューを受ける。 

（２）表彰 

  ①世界記録賞・日本記録賞・特別賞・各種目 3位までにメダルを授与する。 

②上位入賞者は、インタビューの終了後、係員により入賞者控所に誘導され、そこで待機し、その後は入賞

者管理係の指示により行動する。表彰終了後は、係員の指示により退場する。 

  ③各種目の 1位から 3位の競技者の表彰は、正面スタンド前表彰台で行う。 

  ④表彰時の服装は所属ジャージを着用すること。また、アスリートビブスを前面に表示すること。 

  ⑤大会 MVP1名を選出する。 

 

種　別 品番 名　称・規　格 製造元 当日準備数

F202 ダクタイル　φ116.5(赤) NISHI 3

F203 タングステン　φ110.0(オレンジ) NISHI 6

F210 スチール　φ102.0（桃色） NISHI 5

F210A ダクタイル　φ95（青色） NISHI 4

F210B タングステン　φ95（オレンジ） NISHI 2

一般・高校女子ハンマー　４．０ｋｇ

一般男子ハンマー　７.260kg



13 ドーピングコントロールについて 

大会要項参照のこと 

 

14 一般注意事項 

（１）競技場内で着用するウエアや持ち込むバッグ等に表示されている商標は、2022年度日本陸上競技連盟競技

規則および、競技会における広告および展示物規程、並びに本大会申し合せ事項による。WACTブロンズ該

当種目（13種目）については 2022年度 WA競技規則を適用する。広告規程でも WA規則に準ずる。 

(次貢参照) 

（２）応急処置その他健康上の問題が生じた場合は、本部に連絡して処置を受ける。医務室は中央ホール左側に

設置されている。なお、応急処置後の治療は本人負担とする。 

（３）更衣室は、メインスタンド下に用意している。尚、更衣室は更衣のみに使用する。更衣後の荷物は各自で

管理する。 

（４）大会期問中の貴重品の保管は各自で行う。盗難にあってもその責任は負わない。 

（５）各チームの横断幕は、サイドスタンドＡゾーン中段の手すりに設置する。スタンドを含む競技場内での応

援用のぼり・旗等の固定は禁止する。 

（６）競技者に対する助力については、競技規則 TR6を適用する。 

（７）本大会は、第 77回国民体育大会「いちご一会栃木国体」広島県代表選手選考会を兼ねる。 

  



 

●競技場内

で着用でき

る衣類と持

ち込める物

品について 

競技会における広告および展示物規程により、競技場内で着用できる衣類等に掲出できる製造会社名/
ロゴ、スポンサー名/ロゴの大きさ、数については下記の様になっている。〔国際〕と〔国内〕で掲出
できる数とサイズが異なるので特に、WACT ブロンズ種目出場者は注意すること。事前に確認し準備し
ておくこと。違反した場合にはテープ等でマスキング処置を行う。 
〈アスリートキット〉 
（１）競技用の衣類（トップス、ベスト、パンツ、レギンスなど）、ウォームアップ用の衣類、セレ

モニーキット、トラックスーツ、Ｔシャツ、スウェットシャツ、スウェットパンツ、レインジャ
ケット 

〔WACTブロンズ種目/国際規程〕 
○上衣 下衣 〔それぞれ〕 ＊スポンサー名/ロゴは上下全く同一のものでなければならない。 

・製造会社名/ロゴ：1つ/一箇所 ４０㎠（高さ 5cm）まで 
・スポンサー名/ロゴ： ２つ/二箇所 それぞれ 40㎠（高さ 5cm）まで 
 スポンサー名/ロゴのうち 1つ/一箇所を、次のいずれかに変更できる 
〔所属団体名/ロゴ〕または〔学校名/ロゴ〕： 一箇所 40㎠（高さ 5cm）まで 

（２）競技者が着用するあらゆるその他のアパレル（靴下、ヘッドギア、帽子、ヘッドバンド、手袋、
アームバンド、メガネ、サングラス etc） 

・製造会社名/ロゴ：1つ/一箇所 6㎠（高さ 3cm）まで 
＊メガネおよびサングラスについては、製造会社名/ロゴを二箇所掲出できる 

〔国内規程〕  
 ○上衣 下衣 〔それぞれ〕 ＊スポンサー名/ロゴは上下全く同一のものでなければならない。 

・製造会社名/ロゴ：1つ/一箇所 40㎠（高さ 5cm）まで 
・スポンサー名/ロゴ：1つ/一箇所 40㎠（高さ 5cm）まで 
・所属団体名/ロゴ または 学校名/ロゴ： 
  〔所属団体名/ロゴ〕 
上衣 前後 各一箇所 ＊長さは問わないが、高さは、前：5cm、後ろ：4cmまで 

  下衣 一箇所 ＊長さは問わないが、高さは 5cmまで 
  〔学校名/ロゴ〕 上衣・下衣 大きさの規制なし 

（２）競技者が着用するあらゆるその他のアパレル（靴下、ヘッドギア、帽子、ヘッドバンド、手袋、
アームバンド、メガネ、サングラス etc） 

・製造会社名/ロゴ：1つ/一箇所 6㎠（高さ 3cm）まで 
 ＊メガネおよびサングラスについては、製造会社名/ロゴを二箇所掲出できる 
・所属団体名/ロゴ または 学校名/ロゴ： １つ/一箇所 
〔所属団体名/ロゴ〕6㎠（高さ 3cm）まで 
〔学校名/ロゴ〕 大きさの規制なし 

〈個人の所有物およびアクセサリー〉 
〔WACTブロンズ種目/国際規程〕 
（１）タオル バッグ 

・製造会社名/ロゴ：1つ/一箇所 ４０㎠まで（高さ 5cm） 
・スポンサー名/ロゴ または 競技者名/競技者個人のハッシュタグ： 
 2つ/二箇所 それぞれ 40㎠まで（高さ 5cm） 

＊バッグについては、スポンサー名/ロゴのうち 1つ/一箇所を、次のいずれかに変更できる 
〔所属団体名/ロゴ〕または〔学校名/ロゴ〕：1つ/一箇所 40㎠（高さ 5cm）まで 

 〔国内規程〕 
（１）タオル バッグ 

・製造会社名/ロゴ：1つ/一箇所 40㎠（高さ 5cm）まで 
・スポンサー名/ロゴ または 競技者名/競技者個人のハッシュタグ： 
 ２つ/二箇所 それぞれ 40㎠（高さ 5cm）まで 

＊バッグについては、スポンサー名/ロゴのうち１つ/一箇所を、次のいずれかに変更できる 
〔所属団体名/ロゴ〕 長さは問わないが高さは 5cmまで 
〔学校名/ロゴ〕 大きさの規制なし 

〔WACTブロンズ種目/国際規程〕〔国内規程〕共通 
（２）飲料ボトル 

・ドリンクの提供者、製造会社、 
および（または）アスリートスポンサー名/ロゴ：2つ それぞれ 40㎠（高さ 5cm）まで 

 ＊ペットボトルを持ち込む場合はラベルをはがすこと。 



INSTRUCTIONS FOR THE ATHLETES 

 

1  Instructions for the competition 

  ① Based on the 2022 Japan Association of Athletics Federations competition rules, advertising and  

exhibition regulations at the competition, and the terms and conditions of this competition. 

 ② World Athletics Continental Tour Bronze The 2022 World Athletics Competition Rules will apply to the  

applicable events (13 events). The advertising rules also follow the World Athletics rules. 

 

2  Warm-up Areas 

① The Main Track & Practice on the Warm up Track will be used for warming-up for the events on 

Tuesday, April 28th,13:00pm m-17:00pm. 

 ② During the warm-up, follow the directions provided by competition officials. 

 ③ Show your accreditation card clearly upon entering/exiting the Practice Ground. 

 ④ Practice with instruments such as tubes, medicine balls, mini-hurdles or ladders, etc… are banned. 

 ⑤ Practice on the Main Field 

   a. All the track events including high jump,triple jump, are permitted.  

   b. The use of each lane is shown below. Running backwards is prohibited. 

Lanes Event 

1・2 middle-distance running and long-distance 

3～6 sprint 

7・8 100m・110m  hurdle 

 ⑥ Practice on the Warm up Track 

   a. The use of each lane is shown below. Running backwards is banned. 

Lanes Event 

1・2 middle-distance running and long-distance 

3～6 sprint 

7・8 100m・110m  hurdle 

   *Lanes by the back straight, including the second and third curve, are used for practice by elementary 

school, junior high school and high school students. Lanes by the home straight are not permitted to use 

for practice except for lapping practice of middle-distance running and long distance. 

  * triple jump are permitted. 

 

3  Call Times for the Athletes 

 ① Call Room will be set up at West Marathon Gate (behind the starting line of 100m). 

 ② Call Times are shown below. 

 Calls will start Calls must be completed 

Track 
Grand Prix 20 minutes before start time 10 minutes before start time 

Others 30 minutes before start time 15 minutes before start time 

Field 45 minutes before start time 30 minutes before start time 

 ③ The Process of Call room is as follows: 

   a. The Call Room Judges will start the call at the Call Room. When the call starts the judges will check  

the Athlete Bibs, Sole thickness，spike pin and trademarks. 

     Two additional number identification of an adhesive tape will be handed over to the track athletes. 

   b. The Call Room Judges shall ensure that unauthorized materials are not taken into the Field of Play.  

   c. As for all advertising and displays including competitors’ clothing and materials, WA Competition  

Rules 8 and associated regulations shall be strictly applied to the competition. 



   d. Athletes Representatives are not allowed in the Call Room. 

   e. When athletes renounce the events, they must hand the prescribed form to the Call Room Judges  

thirty minutes before the Call time is completed. 

   f. The athletes who are late for when the Call time is completed are counted as dropping out of the race. 

 

4  Athlete Bibs 

 ① The original Athlete Bibs must be worn firmly on the front and the back of the running vest without  

cutting, folding or altering its size in any way. As for athletes of Jumping Events they must be worn  

firmly on either their front or their back of the running vest.（WA rule TR5.10） 

 ② An additional number identification of an adhesive tape must be worn firmly on the indicated part. 

 

5  Entering and Exiting the Track 

① Enter the Track guided by the Call Room Judges. 

② After the events, exit the Track through the Mixed Zone following the Call Room Judges. The gold,  

silver and bronze medalists will be guided to the ceremony waiting room after the interviews have  

finished. The procedure of the ceremony will be explained by the ceremony officials. 

 

6  Drawing and Program Compilation  

① Lane order for track events and trial order for field events are shown in the program. 

② The arrangement and the order of lanes of the final Track Events will be shown on the program  

competition board. 

③ On deciding the additional athletes for the next round of Track Events, if there is the same record  

with the same increment of 0.01, check the record in increments of 0.001. If they are the same record, 

the additional athlete will be decided by a drawing. 

④ If a drawing is necessary, a competition official will make an announcement and the athlete or Athlete 

Representatives will take the drawing at the headquarters. In the case that neither the athlete nor 

Athlete Representatives arrive twenty minutes after the announcement, the organizer will draw. 

⑤ In the case of an identical time in different races including the different places in the same race, these 

participants will be equally placed. 

⑥ As for 100m, 110mH, 100mH, only Final A athletes can receive the prize. 

 

7  Events 

 ① Track Events 

   a. All the timing shall be done with a Photo finish system. 

   b. Lanes for default athletes won’t be used. 

   c. In short-distance events, athletes must run their lanes even after passing the finish line for the safety  

of other athletes. 

   d. According to WA rule162-7, any athlete who is responsible for a false start is to be disqualified from  

the race.  

   e. A clear plastic bags will be provided to each of the track event athletes. Write the athlete’s name and  

the number on it. 

   f. Clothes that athletes take off before the start time should be put in their plastic bags and technical  

officials should bring it to the appointed place. Athletes have to receive it near the finish line. 

   g. The commands of the Starter shall be given in English. 

 ② Field Events 

   a. All the measurements shall be done with EDM(Electric Distance Measurement). 

   b. Athletes may place two approved markers alongside the runway. 

   c. Take-off board for triple jump shall be set up 13m (Man),11m(Woman) from the sandbox. 



   d. When athletes practice in the field, follow the technical officials’ instruction. 

   e. The seats for coaches are set up at the stands near the field. 

 ③ No athlete must use such instruments as video devices, recorders, radios, CDs, transceivers, or cell  

phones. They must not leave the track without permission. (WA rule TR6.3) 

 ④ Athletes who behave inappropriately will be warned and at worst they will be excluded. Warning will be  

shown with a yellow or red card. 

 ⑤ In case that an athlete will be absent, fill out the appointed sheet. Those who are absent without  

handing in a sheet won’t be able to attend any meet held by this league and other leagues. 

 

8  Raising of the bar for High Jump is shown below 

Event Practice 1 2 3 4 5 6 7 8～ 

HJ(F) 1m60・1m70 1m65 1m68 1m71 1m74 1m77 1m80 1m82 (+2cm) 

   If all athletes still competing all agree, then the bar may be raised directly to a Japanese record, World 

Record or meeting record height. 

 

9  Implements and Equipment 

   Athletes must use implements and the equipment provided which will be inspected by the organizers.  

However, personal  implements may be used if they are submitted and inspected one hour before the 

event begins. 

The throwing equipment prepared at the stadium is as follows. 

Kinds Product number Name and Specification Manufacturer 

Number of 

preparations 

on the day 

General men's 

hammer 7.260 kg 

F202 Ductile φ116.5 (red) NISHI 3 

F203 Tungsten φ110.0 (orange) NISHI 6 

General / High 

School Women's 

Hammer 4.0 kg 

F210 Steel φ102.0 (pink) NISHI 5 

F210A Ductile φ95 (blue) NISHI 4 

F210B Tungsten φ95 (orange) NISHI 2 

 

10  Shoes for the Competition 

 ① Competition arena is covered by all-weather surface. 

 ② Number of spikes permitted is a maximum of 11 pins, with a maximum length of 9mm.However,high  

jump must not exceed 12mm. These spikes shall have a maximum diameter of 4mm. (WA rulesTR5.3) 

 

11  Result Announcements and Protests 

① Result announcements will be shown on the main screen and announced. 

② In case that athletes protest to the result, the athletes or their Athlete Representatives must ask the  

meeting manager to be able to give their protest to the referee within the defined period.  

③ The maximum thickness of the sole must be within 20 mm for field events (excluding triple jump), 

within 25 mm for triple jump, within 20 mm for track events less than 800 m, and within 25 mm for 

track events over 800 m. 

 

12  Interviews, Award Ceremonies and Doping Control Tests 

 ① Interview 

   a. Only the winners requested by the press staff will be interviewed. 

   b. Medals shall be awarded to the World Record, Japanese Record, Special Award, and the first through  

third placements. 



   c. The gold, silver and bronze medalists will be guided to the ceremony waiting room after the interviews  

have finished. The procedure of the ceremony will be explained by the ceremony officials. 

   d. The ceremony of the gold, silver and bronze medalists will be held at the podium in front of the main  

stand. 

e. Wear your jersey when commending. Also, display the athlete bibs on the front. 

 

13  Doping Control 

Please refer to the tournament guidelines 

   

14  Others 

 ① For all advertising and displays including competitors’ clothing and materials, 2022 WA competition 

rules apply. The advertising rules also follow the WA rules.  

8 and associated regulations shall be strictly applied to the competition. 

 ② First aid and treatment will be provided in the First Aid Room located on the left side of the central hall.  

Any treatment must be paid individually. 

③ Athletes’ changing rooms are located below the main stand. 

④ It is athletes’ responsibility to secure their clothing and personal belongings against theft or loss.  

Organizers will not be held responsible for any theft or loss. 

⑤ Banners of each team have to be set on the arm rail in the middle of Side Stand A. 

⑥ Regarding coaching of athletes, WA regulation TR6 applies. 

 

About clothing 

that can be 

worn in the 

stadium and 

items that can 

be brought in 

According to the advertisements and exhibition regulations in the competition, the 

manufacturer name / logo, sponsor name / logo size, and number that can be posted on 

clothing that can be worn in the stadium are as follows. The number and size of items 

that can be posted in [International] and [Domestic] are different, so be careful especially 

for WACT bronze contestants. Check and prepare in advance. If it violates, mask it with 

tape or the like. 

 

<Athlete kit> 

(1) Competition clothing (tops, vests, pants, leggings, etc.), warm-up clothing, ceremony 

kits, tracksuits, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, rain jackets. 

○ Top and bottom [Each] * Sponsor name / logo must be exactly the same on the top and 

bottom. 

・Manufacturer name / logo: 1/1 location up to 40 ㎠ (height 5cm) 

・Sponsor name / logo: 2/2 locations Up to 40 ㎠ (height 5cm) 1/1 location of sponsor name 

/ logo can be changed to any of the following 

[Affiliation name / logo] or [School name / logo]: Up to 40 ㎠ (height 5cm) per place. 

 

(2) All other apparel worn by athletes (socks, headgear, hats, headbands, gloves, 

armbands, glasses, sunglasses, etc.) 

・Manufacturer name / logo: 1/1 location up to 6 ㎠ (height 3cm) 

* For glasses and sunglasses, the manufacturer name / logo can be posted in two places. 

 

<Personal property and accessories> 

(1) Towel,bag 

・Manufacturer name / logo: 1/1 location up to 40 ㎠ (height 5cm) 

・Sponsor name / logo or player name / player's personal hashtag: 

  2/2 locations up to 40 ㎠ each (height 5cm) 



* For bags, one of the sponsor names / logos / one place can be changed to one of the 

following: 

[Affiliation name / logo] or [School name / logo]: 1/1 place up to 40 ㎠ (height 5cm) 

 

(2) Beverage bottle 

・Drink providers, manufacturers,And (or) athlete sponsor name / logo: up to 40 ㎠ 

(height 5 cm) each 

  * If you bring a PET bottle, remove the label. 

 


