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■
Athletics at the London 2021 Paralympic Games

ロンドン 2012 パラリンピック大会
パラリンピック大会 陸上競技

Athletics was one of the eight sports to feature at the first ever Paralympic Games in 1960, when athletes
competed in a total of 25 medal events. The sport has since featured at every Paralympic Games, and is now
the largest sport on the Paralympic programme: at London 2012, 1,100 athletes will compete in 170 track,
field, and road events across 10days of competition. Governed by the International Paralympic
Committee(IPC) with assistance from the IPC Athletics Sports Manager and Technical Committee, the sports
of Athletics is now practiced by athletes in more than 100 countries worldwide.
陸上競技は 1960 年の第 1 回パラリンピック大会で実施された 8 競技のうちの 1 つであり、当時、選手は 25 のメダル
種目を競い合った。その後、全ての大会において採用され、現在ではパラリンピックの中でも最大規模の競技である。
ロンドン 2012 大会では、1100 人の選手が計 170 の種目(トラック、フィールド、道路競技)を 10 日間に渡って競い合う。
IPC 陸上競技スポーツマネージャー及び技術委員会との協力の下、国際パラリンピック委員会(IPC)によって運営され
ている陸上競技は、世界 100 ヶ国以上の選手によって実施されている。
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競技会について
競技会について

The Athletics competition at the London 2012 Paralympic Games will be held from Friday 31 August to Sunday
9 September 2012 at the Olympic Stadium, with the road events held on the streets of central London.
The competition will consist of 170 medal events, summarized below :
ロンドン 2012 パラリンピック大会陸上競技は、2012 年 8 月 31 日(金)から 9 月 9 日(日)にかけてオリンピック
スタジアムにて開催される。道路競技はロンドン中心部の市街地で行われる。競技会は以下のメダル種目(170)
が実施される予定。

※省略 ： 原本参照

A total of 1,100 athletes, 740 men and 360 women, may take part in the Athletics competition. For details of
the qualification requirement, see p31.
計 1,100 選手(男子 740 /女子 360)が参加予定。出場資格条件については 31 ページ参照。

Athletes will be classified in the following categories :
選手は次のカテゴリー(競技クラス)にクラス分けされる。

-

Classes 11,12 and 13 cover the different levels of visual impairment
クラス 11-13 ： 視覚障害

-

Class 20 covers athletes with an intellectually disability
クラス 20 ： 知的障害

-

Classes 31-38 cover athletes with different levels of cerebral palsy, both wheelchair(31-34) and
ambulant(35-38)
クラス 31-38 ： 脳性麻痺 31-34 車いす / 35-38 立位

-

Classes 40-46 cover ambulant athletes with different levels of amputations and other disabilities,
including Les Autres(for example, dwarfism)
クラス 40-46 ： 切断、及びその他(小人症など)

-

Classes 51-58 cover wheelchair athletes with different levels of spinal cord injuries and amputations
クラス 51-58 ： 車いす選手 (脊髄損傷、及び切断など)

The final decision on the inclusion of ID athletes is the responsibility of the IF that has jurisdiction over the
sport at the Paralympic Games. The decision for Athletics will be based on the finalisation of classification
rules and regulations applicable to the London 2012 Paralympic Games.
知的障害選手参加に関する最終決定は、当該パラリンピック競技に対して権限を有する IF(競技別国際連盟)の責任
とする。陸上競技の決定については、ロンドン 2012 パラリンピック大会に適用されるクラス分け規則の最終決定に
基づくものとする。

The rules 競技規則について
競技規則について
The Athletics competition will be held in accordance with the editions of the following documents that are in
force at the time of the Games :
陸上競技は、大会期間中に効力を有する以下の競技規則に準じて競技会を開催する。

-

IPC Athletics Rules and Regulations

IPC 陸上競技規則集

Available at ipc-athletics.paralympic.org
-

The IPC Handbook and Paralympic Charter IPC ハンドブック及びパラリンピック憲章
Available at www.paralympic.org

IPC Athletics, working with LOCOG Athletics competition management, will be responsible for the technical
control and direction of the Athletics competition at the LONDON 2012 Paralympic games.
LOCOG 陸上競技会運営との連携の下、IPC 陸上競技はロンドン 2012 パラリンピック大会陸上競技の技術的管理、
運営に対して責任を負うものとする。

Clothing and equipment 服装・
服装・競技用具について
競技用具について
Clothing and equipment used by athletes and other participants in the Athletics competition at the
Paralympic Games must comply with the documents listed below :
パラリンピック陸上競技の選手、その他参加者によって使用される服装、用具については、以下の公式文書の
規定を遵守しなくてはならない。

-

IPC Athletics Rules and Regulations (available at ipc-athletics.paralympic.org )
IPC 陸上競技規則

-

The IPC Handbook and Paralympic Charter ( available at www.paralympic.org )
IPC ハンドブック及びパラリンピック憲章

-

The IPC Manufacturer Identification Guidelines for the London 2012 Paralympic Games
(available at www.paralympic.org )
2012 ロンドンパラリンピック競技大会 IPC メーカーロゴガイドライン

Competition format 競技会について
競技会について
Track events トラック種目
トラック種目
In track events, there will be a maximum of three (3) rounds (first(1st) round, semi-finals, and finals), base
on the number of competitors.
トラック種目は、競技者の人数により、最高 3 ラウンドまで（予選・準決勝・決勝）実施する。
Field events フィールド種目
フィールド種目
All field events are held as finals only. In the case of seated throws events in which more than 12 entries are
received, the first section (three (3) trials) of the final may be held in two (2) parallel pools. In all cases, all
athletes will receive three (3) trials, and the best eight (8) athletes will have a further three (3) trials. In
field events competitions in which more than one (1) port class compete, a formula for deciding the results,
known as the Raza Tables will be used.
全種目、決勝のみ。 エントリー12 名以上の車いす投擲種目の場合、最初の 3 回の試技は 2 プール並行で実施。
全種目において各競技者は 3 回の試技が許され、その中の上位 8 人の競技者には更に 3 回の試技が許される。
2 つ以上の競技クラスにて競われる種目の結果判定には、Raza Table が適用される。
Marathon マラソン
The Marathons will be conducted through the streets of London, starting and finishing along The Mall.
These races are finals only.
ロンドン市街地にて開催。スタート、ゴール地点は The Mall(ザ マル)付近。試合は決勝のみ。
Competition draw 組分け
The draw for all events will be done by computer in the Olympic Stadium, as specified in the IPC Athletics
rules. The draw for the first (1st) rounds of all events will be conducted on the afternoon of the day before
the first/qualifying round. Draws for events, including subsequent rounds, are conducted continuously as
required. The draw process will be managed by IPC Athletics and operated by the London 2012 results
management system.

全種目の組分けは IPC 陸上競技規則に準じ、コンピューターでオリンピックスタジアムにて決定される。
全種目の予選組分けは、その試合の前日の午後に決定。以降のラウンドについては、必要に応じて実施される。
組分け手順は IPC 陸上競技によって管理され、ロンドン 2012 リザルトマネージメントシステムが運用される。
All teams must submit their final confirmations for the first day of competition before 14:00 on Tuesday 28
August 2012. For each subsequent day of competition, the final confirmations and relay team confirmations
are due before 09:00 on the day before competition. The draw procedure will be the same as for the first
(1st) day, except that start lists and the daily competition schedule should be published by 14:00 at the latest
a day before and should be included in the package for the following day’s competition.
各チームは、2012 年 8 月 28 日(火)：14 時 00 分までに大会初日分のエントリー最終確認を提出しなくてはならない。
以降の日については、試合前日の朝 9 時 00 分までにエントリー最終確認と、リレーチーム確認用紙を提出する。
組分け手順は初日と同様であるが、スタートリストとデイリースケジュールは遅くとも前日の 14 時 00 分までに発表
され、翌日の競技会インフォメーションパッケージに収められる予定。

The draw for semi-finals and finals will be carried out after each round of an event in the same manner as the
draw for the first (1st) round.
準決勝と決勝の組合せは、予選と同様に各ラウンド終了後に行われる。

The venue 競技会場
With the exception of the Marathons, which will be held on the streets of central London, the Athletics
competition will be held at the Olympic Stadium. The centerpiece of the new Olympic Park, this state-of
–the-art venue will have a gross capacity of 80,000 during London 2012, and will host the Opening and Closing
Ceremonies in addition to the Athletics competitions. The Olympic Stadium is located in the south of the
Olympic Park on an island site, surrounded by waterways on three sides. Spectators will reach the venue via
five bridges that link the site to the surrounding area.
ロンドン市街地で実施するマラソンを除き、陸上競技はオリンピックスタジアムにて開催される。オリンピックパークの
中心、この最新の競技会場はロンドン 2012 大会期間中、80000 人を収容し、陸上競技の他、開・閉会式の会場となる。
オリンピックパークの南、三方を水路で囲まれたアイランドサイト内に位置している。観客は、周辺エリアから延びる
5 本の橋を渡ってこの会場に辿り着くこととなる。
Field of play 競技エリア
競技エリア
The field of play for the Athletics competition at the Olympic stadium will contain the following :
オリンピックスタジアムでの陸上競技大会、競技エリアの構成は以下の通り。
-

A nine (9)-lane, 400m oval track and nine (9)-lane straight track with Mondotrack FTX track surface
9 レーン、400m 扇形トラック、9 レーン直走路(モンドトラック FTX)

-

Two (2) High Jump landing areas

2 : 走り高跳び着地エリア

-

Four (4) Long Jump/Triple Jump pits 4 : 走り幅跳び/三段跳びピット

-

Two (2) Discus Throw / Club Throw circles

-

Two (2) Javelin throw runways

-

Four (4) Shot Put circle

2 : 円盤投げ/こん棒投げサークル

2 : やり投げ助走路
4 : 砲丸投げサークル

The field of play and all equipment will be presented in accordance with the IPC Athletics Rules and
Regulations.
競技エリアと全ての競技用具は、IPC 陸上競技規則に従い整備、準備される。

Facilities 設備
Three will be two (2) warm-up areas, both of them next to the Olympic Stadium on the other side of the
Greenway.
ウォームアップエリアはオリンピックスタジアムの隣、グリーンウェイの反対側に 2 か所あり。
The warm-up area for the track and jumping events will contain an eight (8)-lane, 400m track, plus High
Jump landing areas and Long Jump/Triple Jump pits. The warm-up area for the throwing events will include
a Javelin throw runway, a Discus throw/Club Throw circle (with a shared landing area), two (2) Shot Put
circles and separate seated throwing areas. Mondotrack FTX will be used for all surfaces.
トラックと跳躍種目のウォームアップエリアは、400m トラック(8 レーン)に加え、走り高跳び着地エリアと走り幅跳び/
三段跳びの着地エリアが設置されている。投擲種目のウォームアップエリアでは、やり投げ助走路、円盤/こん棒投げ
サークル(着地エリア共有)、砲丸投げサークル 2 つ、そして、離れて座位投擲エリアを設置。全表面はモンドトラック
FTX を使用。
Other facilities at the competition venue will include:
競技会場でのその他設備は以下の通り。

-

Changing rooms (separate facilities for men and women)

-

Lounges for athletes and officials 選手、役員用ラウンジ

-

Catering services

-

A mixed zone, where accredited media may conduct interviews with athletes after competition

更衣室(男・女)

ケータリングサービス

ミックスゾーン ： メディアによる試合後の選手インタビューエリア
-

A Sport Information Desk ( for details, see p18)

スポーツインフォメーションデスク(18 ﾍﾟｰｼﾞ参照)

-

Medical facilities (for details, see p52)

医療設備 (52 ﾍﾟｰｼﾞ参照)

-

A wheelchair and prosthesis repair station

車いす、義足修理センター

-

Physiotherapy, ice baths and other services for athletes
理学療法、アイシング用氷、その他選手へのサービス

-

A doping control station ( for details, see p17)

ドーピング検査室(17 ﾍﾟｰｼﾞ参照)

Weather 気候
London as a whole benefit from a relatively mild climate during the summer months, and the Olympic Park is
no exception, Based on statistics from recent years, teams can expect an average daily high of around
20-23℃ (68-73F) at the Olympic Park, with temperatures failing to a low of around 11-14℃(52-57F) at night.
夏場のロンドンは比較的温暖な気候。オリンピックパークも例外ではない。近辺の平均気温は最高が 20-23 度、
最低は夜間には 11-14 度となる。

日の出と日の入時間表
※省略：原本参照

Classification クラス分
クラス分け
The purpose of Paralympic sport classification system is to minimize the impact of impairment on the
outcome of competition, so that the athletes who succeed in competition are those with the best
anthropometry, physiology and psychology and who have enhanced them to best effect through hard training
and quality coaching. To achieve this, athletes are grouped into classes according to how much their
impairment impacts on their sport-specific performance.
パラリンピック競技クラス分けシステムの目的は、競技結果が障害によって影響される事を最小限に抑えるため
であり、競技会で好結果を得た選手は、人体測定学的、生理機能、心理的にベストな状態を持ち合わせ、厳しい
トレーニングと質の高い指導による最良の効果を発揮した人間である。この目的を達成するために、選手は競技特有
のパフォーマンスへ影響を及ぼす障害の程度により、同グループにクラス分けされる。

Responsibilities of the NPCs NPC の責任
It is the collective responsibility of each athlete and their NPC, through the Chef de Mission and the relevant
team officials, to be informed about and comply with all classification policies and procedures relating to he
London 2012 Paralympic Games and each IPSF’s classification rules. Each NPC is also responsible for ensuring
that international classification resulting in a sport class status of Review or Confirmed is obtained for all
athletes who are intending to participate in the London 2012 Paralympic Games.
ロンドン 2012 パラリンピック大会、及び IPSF(国際パラリンピック競技連盟)クラス分け規則について、団長及び当該
チーム役員を通じて周知すること、それらに関する全ての方針、手順に従うことは、各選手とその NPC の連帯責任
とする。各 NPC はまた、ロンドン 2012 パラリンピック大会への参加を目指す全ての選手が、競技クラスステータス R、
もしくは C を確実に取得していることに対して責任を有するものとする。
For the first time at a summer Paralympic Games, an online entries system will be used by NPCs to enter
their athletes. This system will be pre-populated with sport class and sport class status information from the
Classification Master Lists (CMLs) that will be provided by IPSFs and will cover each athlete submitted for
accreditation to the Paralympic Games. The online entries system will be opened to NPCs on 1 July 2012.
NPCs are encouraged to do their utmost to ensure their athletes are classified before 15 June 2012.
夏季パラリンピック競技大会としては初のオンラインエントリーシステムが導入される。このシステムには、IPSF
によるクラス分けマスターリスト(CML)の競技クラスとステータスのデータが予め入力されており、そして提出される
各選手のアクレディテーション申請が反映される。オンラインシステムは 2012 年 7 月 1 日にオープン予定。
NPC は 2012 年 6 月 15 日までに選手のクラス分けを完了させるように最大限の努力をする事が奨励される。
The CML will include all available information on the class and class status of all athletes who are intending
to compete at London 2012 Paralympic Games. The NPCs are responsible for verifying the classification
status of their athletes before their Delegation Registration Meeting (DRM) in London, on the basis of the CML
published by the relevant IPSF.
クラス分けマスターリストは、ロンドン 2012 パラリンピック競技大会への出場を予定する全選手の競技クラスと
そのステータス情報を反映している。当該 IPSF 発表のクラス分けマスターリストに基づいて、DRM(選手団代表者
会議)の前に選手のクラス分けステータスを確認することは各 NPC の責任とする。

Classification procedures クラス分
クラス分けの手順
The London 2012 Paralympic Games Classification Guide outlines the detailed classification policies and
procedures that will apply during the London 2012 Paralympic Games. The guide is available on The Exchange
at https://theexchange.london2012.com.
For more information on the classification rules specific to Athletics, see ipc-athletics.paralympic.org
ロンドン 2012 パラリンピック大会クラス分けガイドにおいて、ロンドン 2012 大会に適用されるクラス分けの方針、及び
手順が詳述されている。このガイドブックは”The Exchange”から入手可能。陸上競技クラス分け規則に関する
その他の情報については、ipc-athletics.paralympic.org を参照。

Doping control ドーピング検査
ドーピング検査
Under the direction of the IPC, LOCOG will be responsible for implementing the doping control programme
during the London 2012 Paralympic Games. The programme will be carried out in accordance with the IPC
Anti-Doping Code, and will comply with the World Anti-Doping Code and its relevant international Standards.
IPC の指導の下、LOCOG は 2012 ロンドンパラリンピック大会期間中のドーピング検査実施に関して責任を負うものと
する。検査は IPC アンチドーピング規定に従って行われ、世界アンチドーピング規定とその適切な国際基準を遵守す
る。

Every athlete may be selected to undergo one or more doping control test during the period of the
Paralympic Games, defined here as running from 22 August ( the day the Paralympic Village opens) to 9
September (the day of the Closing Ceremony).
パラリンピック大会期間中、全ての選手がドーピング検査の対象として 1 回以上選定される可能性がある。
大会期間中とは、8 月 22 日(選手村開村日)から 9 月 9 日(閉会式開催日)と定める。

Testing selection during the period of the Paralympic Games will be the responsibility of the IPC, and will
include both in- and out-of-competition testing through the collection of urine and/or blood samples.
Testing will be conducted at doping control stations set up at all competition venues and Villages.
All sample analysis will be performed in a WADA-accredited laboratory established for the Games. For more
information on doping control procedures, refer to the London 2012 Paralympic Games Doping Control Guide,
available on The Exchange (https://theexchange.london2012.com).
パラリンピック大会期間中の検査選定は、IPC の責任によるものとする。そして、尿検体、および/もしくは血液検体の
採取による競技会内・競技会外検査の両方を実施する。検査は、全競技会場、選手村に設置されたドーピング検査
室で行われる。全ての検体分析は、WADA 公認検査機関にて行われる。ドーピング検査に関する詳細は、ロンドン
2012 パラリンピック大会ドーピング検査ガイドを参照(https://theexchange.london2012.com)

Sport information スポーツインフォメーション
Sport Information Desks

スポーツインフォメーションデスク

Sport Information Desks(SIDs) will be located at all competition venues and at the Sport Information
Centre(SIC) in the Paralympic Village. The desks will provide a variety of services to teams, as follows :
スポーツインフォメーションデスク(SID)を、全競技会場とパラリンピック選手村内のスポーツインフォメーションセンター
(SIC)内に設置。ここでは各チームへ以下のサービスを提供する。
-

The dissemination of general sport information, through sport publications (at the Sport Information
Centre only) and through discussions with sport-specific staff.
一般競技情報の伝達 ： 各競技情報の発行(スポーツインフォメーションセンターのみ)、競技担当スタッフとの話
し合い等

-

The distribution of results, draw/start lists and other key competition information, including schedule
updates where required.
リザルト、組分け/スタートリスト、スケジュール変更などの競技に関する重要情報の配布。

-

The provision of training schedule information and, where available, assistance with booking and
changing training sessions.
練習時間情報の配布。予約や練習時間変更のサポートなど。

-

The distribution of classification evaluation results and the opportunity for NPCs and Chief Classifiers to
submit classification protests and appeals. For full details of classification, please refer to the
Classification Guide, available on The Exchange.
クラス分け結果の配布、NPC 及びチーフクラシファイアーのクラス分けに関する抗議と上訴の受付。
クラス分けに関する全詳細は、The Exchange 掲載のクラス分けガイドを参照。

-

Assistance with the communication of key information from international federations and LOCOG to
teams.
国際連盟及び LOCOG から各チームへの重要情報のコミュニケーションサポート。

In addition, the SIC will also provide information on transport service at the Games and a facility for team
radio frequency checks.
更に、SIC から大会輸送サービス、無線周波数帯に関する情報も提供される。

The SIC will open on 22 August 2012, the day the Paralympic Village opens, and will be open every day
throughout the Games. The opening hours will be as follows :
SIC は選手村開村日の 2012 年 8 月 22 日にオープンし、大会期間中は毎日、以下のスケジュールでオープンする。

SIC opening hours

SIC オープン時間

22-23 August 2012 2012 年 8 月 22,23 日
24 August – 9 September 2012
2012 年 8 月 24 日～9 月 9 日
10-12 September 2012 2012 年 9 月 10-12 日

08:00 – 20:00
07:00 – 23:00
09:00 – 18:00

Info+

Info+(インフォプラス
インフォプラス)
インフォプラス

Info+ is the new, improved version of INFO, the official Games information system, and will go live five days
prior to the Paralympic Games Opening Ceremony. The system will offer a range of content in both English
and French, as follows :
Info+(インフォプラス)は、公式大会情報システム、INFO(インフォ)の改良版で、パラリンピック競技大会開会式の
5 日前から稼働予定。このシステムでは、以下の様々な範囲の情報を英語・フランス語の 2 ヶ国語にて提供する。
Games results
競技結果
Games news
大会ニュース
Biographies

Competition results viewable by sport, date and country, including entry lists, start
lists and additional sport-specific reports.
競技、日にち、国別の競技結果(エントリーリスト、スタートリスト、競技別レポート含む)
Flash quotes, press conference highlights, sport previews, news articles,
statistics-driven reports, media communications and IPC news
速報、記者会見ハイライト、スポーツプレビュー、ニュース記事、競技統計レポート、
メディア及び IPC ニュース
Athlete biographies, team profiles, coach profiles and NPC profiles
選手、チーム、コーチ、NPC のプロフィール

プロフィール
Medals
メダル獲得情報
Schedules
スケジュール
Background
バックグラウンド
Records
記録
Transport

Medal standing by sport, overall medal standings, medalists by day and medalists by
sport/event
競技別メダル獲得数、メダル獲得総数、メダリスト(日別)、競技/種目別メダリスト
Competition and non-competition schedules, including press conferences, IPC
activities and the Cultural Olympiad
競技スケジュール、その他、記者会見、IPC アクティビティー、Cultural Olympiad(近代オリ
ンピック、パラリンピックの歴史の文化的式典)等のスケジュール。
Historical data, statistics, competition formats and rules, qualification criteria and
venue descriptions
過去のデータ、統計、競技会の形式及び規則、出場資格、競技会場の説明
World and Paralympic records, including current records, record holders and new or
equaled records
世界記録、パラリンピック記録(記録保持者、新記録・タイ記録を含む)
Transport schedules and maps
輸送スケジュールと地図

輸送
Weather

Real-time weather conditions and forecasts
リアルタイムの天候状況と予報

天候
Message board
掲示板

myinfo+

Public forums for internal communication managed directly by authorized Info+
users, including the IPC, LOCOG, NPCs, IPSFs and future Paralympic Games Organizing
Committees
内部コミュニケーション用フォーラムが、Info+承認ユーザー(IPC、LOCOG、NPC、IPSF、
今後のパラリンピック競技大会組織委員会を含む)にて管理される。

myinfo+ (マイインフォ
マイインフォ プラス)
プラス

myinfo+ is the new service that will allow users access to Info+ from their own PC or laptop.
Access will be available to users with an account (purchased via Rate Card) wherever there is access to the
internet, and will include the same information available at dedicated info+ workstations. Additional
features include user customization (for example, by sport), message alerts, booking, hyperlinking to other
key websites, downloadable results books, the ability to copy and paste from results and news reports, and
portability.
myinfo+(マイインフォ プラス)は、自身のパソコンから Info+にアクセスできる新しいサービス。アカウントを取得し
(レートカードにて購入)、インターネットにアクセス出来る場所であればどこでも利用が可能で、Info+ワークステー
ションと同じ情報が提供される。Info+と比べ、カスタマイズ機能(例：競技ごと)、メッセージアラーム、ブックマーク、そ
の他重要ウェブサイトへのハイパーリンク機能、ダウンロード可能なリザルトブック、リザルト、大会ニュースのコピー、
貼り付け、ポータビリティー機能が備わっている。

Info+ workstations will be available at the following venues :
Info+ワークステーションは以下の場所に設置。
-

NPC offices with delegations of more than 25 people
25 名以上の選手団の NPC オフィス

-

Competition venue in team and athlete area (note that there will not be Info+ workstations at SIDs,
although they will be equipped with a myinfo+ account).
競技会場(但し、SID：スポーツインフォメーションデスクでの利用は、SID スタッフのみ可)

-

The Paralympic Village : the NPC Services Centre, the Polyclinic, the Village Protocol Office, Resident
Centre, the SIC and the Welcome Centre.
選手村 ： NPC サービスセンター、ポリクリニック、典礼事務所、レジセントセンター、SIC(スポーツインフォメーショ
ンセンター、ウェルカムセンター

-

Resident Centres in the Paralympic Rowing Village and the Paralympic Sailing Village.
パラリンピックローイング、及びパラリンピックセーリング選手村内のレジデントセンター

-

Paralympic Family hotels.
パラリンピックファミリーホテル

Medals and diplomas
メダルと
メダルと賞状
Medals and diplomas will be awarded in each event of the Athletics competition as follows :
メダルと賞状は、競技会にて各種目毎に以下の通り授与される。

-

第1位

First place

A silver gilt medal and a diploma
-

Second place

-

A silver medal and a diploma

-

Third place

銀メッキのメダルと賞状

第2位
銀メダルと賞状

第3位

A bronze medal and a diploma

銅メダルと賞状

Diplomas will be awarded based on the number of participants in each event, as follows :
賞状は、各種目の参加者数によって、以下の通り授与される。
Participants
6
7
8

参加者数

賞状

5 (1st to 5th places)

6名
7名

9 名以上

5 位まで

st

th

6 位まで

st

th

7 (1 to 7 places)

7 位まで

8(1st to 8th places)

8 位まで

6 (1 to 6 places)

8名

9 or more

Diplomas

Guides who accompany athletes in individual and relay events will also be awarded medals and diplomas in
accordance with the above policies.
個人、リレー種目のガイドランナーについても、上記の規定に従ってメダルと賞状が授与される。

