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競技会における広告および

展示物に関する規程 (2022.04改訂版 )

国際招待試合および競技会における

衣類およびアクセサリーのガイドライン



競技会における広告および

展示物に関する規程

以下の衣類および付属品の許可された識別に関するガイドライン：

P.02

a.グローバル構造の一部としてワールドアスレティックスによって分類され、評議会によって承認された国際招待試

合および競技会。

b.出演料、賞金、および/または現金以外の賞金の価値が合計50,000米ドル、または1つのイベントで8,000米ド

ルを超える国際招待試合および競技会。

完全なワールドアスレティックスのマーケティングおよび広告規程は、以下に掲載されています。
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules (book C - C7.4)

ご不明な点がございましたら:

https://forms.gle/8TPskg3a32QxiBv46

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules
https://forms.gle/8TPskg3a32QxiBv46


競技会における広告および

展示物に関する規程

40cm2 /最大の高さ5cm

競技用の衣類 - 前面

40cm2 以内 /最大の高さ5cm

この位置に表示したくない場合は、袖
および（または）背面のグリーンで表示
された箇所に表示することができる。

製造会社名/ロゴは、袖または後ろに
表示することはできない。

ロゴは、原則としてキット前面
の指定された箇所に限り表示
できる。注：アスリートキットに表示できるのは、合計で最大2つの異なる

アスリートスポンサーのみ。許可されている場合は、個人の所有
物およびアクセサリーに表示できる（つまり、キット、個人の所有
物およびアクセサリーのすべてのアイテムに同じスポンサーを
表示する必要がある）。同じ2つの異なるアスリートスポンサーが、
許可された位置にそれぞれ1ヵ所1回、キットに表示できる。

40cm2 / 最大の高さ5cm

40cm2 /最大の高さ5cm
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製造会社名／ロゴ

アスリートビブス

アスリートスポンサー名/ロゴ

製造会社名／ロゴ
アスリートスポンサー名/ロゴ

最大の大きさ：幅24cm x 高さ16cm

上部：6cm以内 下部：4cm以内

製造会社名/ロゴは、紫色で示すよう
に前面に掲出しなければならない。。



競技会における広告および

展示物に関する規程

競技用の衣類 - 前面
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ロゴは、原則としてキット前面
の指定された箇所に限り表示
できる。注：アスリートキットに表示できるのは、合計で最大2つの異なる

アスリートスポンサーのみ。許可されている場合は、個人の所有
物およびアクセサリーに表示できる（つまり、キット、個人の所有
物およびアクセサリーのすべてのアイテムに同じスポンサーを
表示する必要がある）。同じ2つの異なるアスリートスポンサーが、
許可された位置にそれぞれ1ヵ所1回、キットに表示できる。

40cm2 /最大の高さ5cm

40cm2 以内 /最大の高さ5cm

この位置に表示したくない場合は、袖
および（または）背面のグリーンで表示
された箇所に表示することができる。

製造会社名/ロゴは、袖または後ろに
表示することはできない。

40cm2 /  最大の高さ5cm

40cm2 /最大の高さ5cm

製造会社名／ロゴ

アスリートビブス

製造会社名／ロゴ

アスリートスポンサー名/ロゴ

アスリートスポンサー名/ロゴ

最大の大きさ：幅24cm x 高さ16cm

上部：6cm以内 下部：4cm以内

製造会社名/ロゴは、紫色で示すよう
に前面に掲出しなければならない。。



アスリートスポンサー名/ロゴ

アスリートスポンサー名/ロゴ

競技会における広告および

展示物に関する規程

競技用の衣類 - レオタード

40cm2 以内 /最大の高さ5cm

この位置に表示したくない場合は、袖
および（または）背面のグリーンで表
示された箇所に表示することができる。

製造会社名/ロゴは、袖または後ろに
表示することはできない。

ロゴは、原則としてキット前面の指定さ
れた箇所に限り表示できる。

40cm2 /最大の高さ5cm

背面

注：アスリートキットに表示できるのは、合計で最大2つの異なるアスリートスポンサーのみ。許可
されている場合は、個人の所有物およびアクセサリーに表示できる（つまり、キット、個人の所有
物およびアクセサリーのすべてのアイテムに同じスポンサーを表示する必要がある）。同じ2つの
異なるアスリートスポンサーが、許可された位置にそれぞれ1ヵ所1回、キットに表示できる。

40cm2  / 最大の高さ5cm

最大の大きさ：幅24cm x 高さ16cm

上部：6cm以内 下部：4cm以内

前面
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製造メーカー名／ロゴ

製造メーカー名／ロゴ

アスリートビブス

アスリートスポンサー名/ロゴ

40cm2 /最大の高さ5cm

アスリートスポンサー名/ロゴ

製造会社名/ロゴは、紫色で示すよう
に前面に掲出しなければならない。。



競技会における広告および

展示物に関する規程

競技用の衣類 - 背面

アスリートスポンサー配置のオプション

40cm2 /最大の高さ5cm

これは、1つのスポンサーロゴがすで
に前面に配置されている場合に、も
う1つのスポンサーロゴを配置するた
めの代替オプション。競技用トップス
のアスリートスポンサーロゴの総数
は2つ。

40cm2 /最大の高さ5cm

これは、1つのスポンサーロゴがす
でに前面に配置されている場合に、
もう1つのスポンサーロゴを配置する
ための代替オプション。競技用トップ
スのアスリートスポンサーロゴの総
数は2つ。

装飾マーク

最大幅10cm

注：アスリートキットに表示できるの
は、合計で最大2つの異なるアス
リートスポンサーのみ。許可されて
いる場合は、個人の所有物およびア
クセサリーに表示できる（つまり、
キット、個人の所有物およびアクセ
サリーのすべてのアイテムに同じス
ポンサーを表示する必要がある）。
同じ2つの異なるアスリートスポン
サーが、許可された位置にそれぞれ
1ヵ所1回、キットに表示できる。

Or Or

Or
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アスリートスポンサー名/ロゴアスリートスポンサー名/ロゴ



競技会における広告および

展示物に関する規程

セレモニーキット

装飾マーク

注：アスリートキットに表示できるのは、

合計で最大2つの異なるアスリートス

ポンサーのみ。許可されている場合は、

個人の所有物およびアクセサリーに

表示できる（つまり、キット、個人の所

有物およびアクセサリーのすべてのア

イテムに同じスポンサーを表示する必

要がある）。

40cm2 /最大高さ5cm
最大2つのアスリートスポンサー

同じ2つのスポンサーのみが、許可さ
れた位置の1ヵ所にそれぞれ1回、
キットに表示できます。
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アスリートスポンサー名/ロゴ

これらは、2つのスポンサーロゴを配置
するための代替オプション。 競技用
トップスのアスリートスポンサーロゴの
総数は2つ。

最大幅10cm



競技会における広告および

展示物に関する規程

その他のアパレル

6cm2 - 最大高さ3cm

ソックス類
アームウォーマー
レッグウォーマーなど
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*メガネ・サングラスは2つ表示できる。

製造会社のロゴのみ

ヘッドバンド

手袋

帽子

メガネおよびサングラス

*その他のアパレルには、アスリートスポンサー名/ロゴおよび、製造会社の装飾的デザインマークは掲出できない。



競技会における広告および

展示物に関する規程

概略

1x 製造会社名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm 
2x アスリートスポンサー名/ロゴ(前または後ろ)       40cm², 最大の高さ5cm
*表示箇所は指定

競技用トップス-（ベスト、Tシャツ他）

1x 製造会社名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm  
2x アスリートスポンサー名/ロゴ(前または後ろ) 40cm², 最大の高さ5cm
*表示箇所は指定

競技用パンツ- （タイツ、レギンス他）

レオタード -（ワンピース）

競技用キット

1x 製造会社名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm  
2x アスリートスポンサー名/ロゴ(前または後ろ) 40cm², 最大の高さ5cm
*表示箇所は指定

1x  製造会社名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm

2x  アスリートスポンサー名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm

上半身-（セレモニーキット、トラックスーツ、スウェットシャツ、レインジャケット）

1x  製造会社名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm

2x  アスリートスポンサー名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm

下半身-（セレモニーキット、トラックスーツ、スウェットシャツ、レインジャケット）

その他のアスリートチームキット

1x   製造会社名/ロゴ 6cm², 最大の高さ 3cm

靴下（膝丈の靴下を含む）、ヘッドギア、帽子、ヘッドバンド、手
袋、 メガネ、サングラス、リストバンド、前腕バンドなど

その他のアパレル
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競技会における広告および

展示物に関する規程

ナショナルチームキットの製造会社のグラフィック、または象徴的なロゴ（名前や文
字を含まない）は、「装飾的なデザインマーク」として、1回または幅10㎝以内の帯状
で繰り返して表示できる。ただし、そのような使用が、ＷＡの意見や裁量により、衣服
の外観を支配したり、過度に損なったりしない場合に限る。

グラフィックの比喩的なロゴ

1x  製造会社名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm

2x  アスリートスポンサー名/ロゴ あるいは 40cm², 最大の高さ 5cm

競技者名または競技者個人のハッシュタグ

すべてのタオル （ビーチ、バス、ハンド、フェイス）およびブランケット

すべてのバッグ (タグとラベルを含む)

個人の所有物およびチームアクセサリー

ドリンクボトル (最大1リットルのボトル)

シューズ

1x  製造会社名/ロゴ 40cm², 最大の高さ 5cm

2x  アスリートスポンサー名/ロゴ あるいは 40cm², 最大の高さ 5cm

競技者名または競技者個人のハッシュタグ

2x 飲み物の提供者/製造者および(または) 40cm², 最大の高さ 5cm

アスリートスポンサー

競技者が使用する靴の製造会社の名前/ロゴのサイズに制限はない。競技者の名前、競
技者個人のソーシャルメディアのハッシュタグ（すなわち商用参照のないハッシュタグ）も
同様に、サイズや配置の制限なしに表示できる（これには、競技者自身の靴のブランドが
含まれる）。

フィールド競技および混成競技（円盤投、砲丸投、ハンマー投、やり投、棒高跳など）
で競技者が使用する道具に表示されるマーケティングに関する規程は、マーケティン
グおよび広告規程 -国際競技会の定義で規定されている1.5および1.9- に記載され
ている。

競技者が使用する医療用テープまたは一般的なテープは、無地でも、テープに競
技者の名前が付いていても構わない。 医療用テープまたは一般テープに記載さ
れた商品名/ロゴは、大会主催者の書面での承認が必要となる。
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投てき物と棒高跳用ポール

医療用テープ/一般的なテープ
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