
NISHI Arena Network System
（NANS21V）

提案書

株式会社ニシ・スポーツは、公益財団法人日本陸上競技連盟の
2021-2024年 陸上競技用機器・器具及びトレーニング機器・
器具オフィシャルスポンサーです。



公益財団法人日本陸上競技連盟とオフィシャルスポンサー契約を締結し、
NANS21Vにより同連盟主催大会をサポートしています。

■日本陸上競技選手権大会・10000m
（小笠山総合運動公園 静岡スタジアム）

NANS21V 日本陸上競技連盟主催大会でのサポート

■日本陸上競技選手権大会・混成競技
（長野市営陸上競技場）

■日本陸上競技選手権大会
（ヤンマースタジアム長居）

■全国小学生陸上競技交流大会
（日産スタジアム）

■U18/U16 陸上競技大会
（愛媛県総合運動公園陸上競技場）



■日本陸上競技連盟
日本陸上競技選手権特設サイト

※NANS21Vからデータを抽出し、
日本陸上競技連盟により特設サイト
へ情報掲載しています。

※【ご注意】弊社販売の電子機器は、自家用電気工作物から給電されている施設しか、ご使用いただけません。



■主な特長

〇NANS21Vは、競技会運営へ「連動性」「正確性」「速報性」「競技役員への負担軽減」を提供します。

NISHI Arena Network System（NANS21V）は、情報・記録の集計・管理ができる陸上競技会をトー
タルサポートする運営システムです。
計時・計測・表示の各機器や大型映像装置との「連動性」、オンライン処理による「正確性」「速報性」、操作の
処理時間短縮のために画面レイアウトや操作のしやすさを追求し、「競技役員への負担軽減」を提供します。

・【競技会前処理】
WEB登録サービス（使用料無料）、番組編成・プログラム原稿作成機能の操作簡易性を追求

・【競技会処理】
オンラインによる記録処理・各種表示、スタートリスト・リザルト出力のスムーズさ、接続のしやすさ、機能拡張
を追求

・【競技会後】
決勝記録一覧・賞状出力・公認申請フォーム出力のスムーズさを追求



■NANS21V 画面イメージ

①TOP画面 ②状況監視 ③組分け編集

④記録登録（トラック） ⑤記録登録（フィールド/高さ） ⑥記録登録（フィールド/長さ）



自社製計時・計測・表示機器との「連動機能の拡張・操作利便性向上」を追求し、「正確性「」速報性」
「競技役員の負担軽減」を提供します。
■写真判定装置（NMF2000シリーズ）にNANS21V連動の新機能搭載
・新機能搭載により、写真判定の作業軽減、正確性向上、スピードアップをアシスト
・「種目登録」「空きレーン「」スタートリスト（レーン・ナンバー・競技者名・所属）表示」
■競技運営・管理者へのメリット
・機器接続の容易性、操作性、データ転送の確実性（トラブルリスクの軽減、原因追及のしやすさ）
・自社製電子機器を含めた保守点検契約によるコストメリット、点検時の運用に不可欠な各種連動機器との
総合点検が可能

特長① 自社製電子機器との連動だから提供できる利便性とメリット



競技役員からいただいたアドバイスを参考に、「操作のしやすさ」を開発コンセプトとし設計。
操作がわかりやすく、早く処理ができるよう機能・操作性を追求しています。

特長② 競技役員のアドバイスを反映した操作性

■こだわり

操作性
・操作手順の簡略化
・画面の見やすさ、操作のしやすさを追求
【見やすさ】 画面表示スタイル・アイコン表示の大きさ
【操作のしやすさ】 マウス・テンキー中心の操作

機能性
・WEB登録による競技会前作業負担の軽減
・スマートフォン向け速報機能など記録速報性の強化
・状況監視機能の利便性向上（WEB状況監視機能など）



約70秒※ ごとに、NANS21Vの蓄積情報を速報サイトへ出力します。
気になる競技中のフィールド競技で、競技終了を待たず、途中経過が
閲覧できます。
※オプション設定で任意の秒数に設定が可能です。70秒は推奨設定値となります。

特長③ リアルタイムなスマートフォン向け記録速報出力

■日本陸上競技連盟
日本陸上競技選手権特設サイト

※NANS21Vからデータを抽出し、
日本陸上競技連盟により特設サイト
へ情報掲載しています。



競技者のエントリー情報を、競技者自身が直接WEBサーバー（使用料無料）へ登録することで、
競技役員の事前の登録作業負担が大幅に軽減できます。

特長④ WEB登録サービスにより、大会前作業の負担を軽減



ソフトウエアをご購入いただいたユーザー様をライセンス登録し、管理します。
登録ユーザー様は、パソコンを買い替えても、新しいパソコンへライセンスを移行させ使用が可能です。
また、しばしば改正される日本陸上競技連盟競技規則に対応するソフトウエアをホームページよりダウン
ロードできます。

特長⑤ ライセンス登録で無償アップグレード



①写真判定装置（NMF2000限定）へタイムテーブルデータのコンバート機能
NANS21Vで編集したタイムテーブルデータを、写真判定装置（NMF2000限定）の「種目登録」へ割り付けが
できるので、競技会前の入力作業の手間が軽減できます。 ※１日ごとの取得が可能

特長⑥ 写真判定装置との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト

※写真判定装置は別売りです。

写真判定装置（NMF2000）「種目登録」画面



特長⑥ 写真判定装置との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト

※写真判定装置は別売りです。

写真判定装置（NMF2000）「空きレーン」設定画面

②写真判定装置（NMF2000限定）へロールコールデータのコンバート機能
NANS21Vで編集した欠場者や空きレーンの「ロールコール」情報を、写真判定装置（NMF2000限定）の
「空きレーン」設定へ割り付けできるので、参加人数や欠場者のレーンが把握できるので、スムーズに判定作業
が可能です。



特長⑥ 写真判定装置との連動機能により、運用負荷軽減・判定をアシスト

※写真判定装置は別売りです。

写真判定装置（NMF2000）「スタートリスト」画面表示

③写真判定装置（NMF2000限定）へスタートリストの画面表示機能
NANS21Vで編集した「スタートリスト」データを取得し、「レーン」「ナンバー」「競技者名」「所属」の画面表示ができ
るため、腰ナンバー標識が見えにくいときに、これらの表示情報を確認しながら判定作業が可能です。



システム構成
サーバー クライアントPC（屋内用） クライアントPC（屋外用） 機器合計

NMC
701 NMC712 NMC713

NANS
21V

パソコン
プリンター

システム規模 運用例

記録情報
処理室

写真
判定室

大型
映像

操作室
競技者
招集所

本部・放
送室など

リアクショ
ンタイム

風力
端末

フィールド
結果
端末

サーバー
番組
編成

リザルト
編集

写真判
定装置
オンライン

大型
映像

(電光)
表示盤
オンライン

ロール
コール
入力

状況
監視

ＳＩＳ
オンライン

風速計
オンライン

計測
機器

オンライン

全国・ブロック大会
向け

システム

大型映像（電光）表示盤や、
フィールド競技の各種計測機器、
記録表示盤とのオンライン運用

1台 5台 2台 3台 4台 25 台 1台 1台 6台 48 台
6台

表彰用
2台

都道府県大会
向け

システム

トラック・フィールド競技のすべてを、
陸上競技大会運営システムで
運用

1台 4台 1台 ─ 1台 ─ ─ ─ 4台 11 台 3台

都道府県予選
記録会向け

システム
（トラック競技用）

トラック競技の写真判定装置
オンライン運用 1台 1台 1台 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3台 1台

■システム構成例 ※台数は一例です。ご要望に応じて構成提案いたします。



■陸上競技場納入実績（2021年10月現在）

都道府県 競技場名

北海道
室蘭市入江運動公園陸上競技場
士別市陸上競技場
深川市陸上競技場

青森 新青森県総合運動公園陸上競技場
八戸市東運動公園陸上競技場

岩手 岩手県営運動公園陸上競技場
宮古運動公園陸上競技場

宮城
宮城スタジアム
仙台大学陸上競技場
仙台市陸上競技場

秋田 秋田県立中央公園陸上競技場
八橋運動公園陸上競技場

福島 郡山総合運動公園開成山陸上競技場
あいづ陸上競技場

茨城 笠松運動公園陸上競技場
ケーズデンキスタジアム水戸

都道府県 競技場名

栃木
カンセキスタジアムとちぎ
栃木県総合運動公園第２陸上競技場
下野市大松山運動公園陸上競技場

埼玉

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
越谷市立しらこばと運動公園陸上競技場
さいたま市駒場運動公園陸上競技場
早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
セナリオハウスフィールド三郷

千葉 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場

東京 江東区夢の島競技場

神奈川 日産スタジアム
川崎市等々力陸上競技場
神奈川県立スポーツセンター陸上競技場
厚木市荻野運動公園陸上競技場
三ッ沢公園陸上競技場相模原ギオンスタジアム
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
柳島スポーツ公園陸上競技場



都道府県 競技場名

岐阜 関市中池公園陸上競技場
各務原市総合運動公園陸上競技場

兵庫 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場

奈良 奈良市鴻ノ池陸上競技場

鳥取 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

島根 島根県立浜山公園陸上競技場
松江市営陸上競技場

広島
広島広域公園陸上競技場
広島県総合グランドメインスタジアム
福山市竹ケ端運動公園陸上競技場
東広島運動公園陸上競技場

山口
維新百年記念公園陸上競技場
55フィールド
防府市スポーツセンター陸上競技場

福岡 福岡市博多の森陸上競技場
豊津陸上競技場

都道府県 競技場名

山梨 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場

新潟 デンカビッグスワンスタジアム

富山 富山県総合運動公園陸上競技場

福井 三国運動公園陸上競技場
鯖江市東公園陸上競技場

静岡
静岡県草薙総合運動場陸上競技場
小笠山総合運動公園 静岡スタジアム
愛鷹広域公園多目的競技場

愛知

パロマ瑞穂スタジアム
物産フードサイエンス1969 知多スタジアム
豊橋市営陸上競技場
中京大学梅村陸上競技場
ウェーブスタジアム刈谷
愛知県岡崎市龍北総合運動場陸上競技場
至学館大学陸上競技場
春日井市朝宮公園陸上競技場

■陸上競技場納入実績（2021年10月現在）



■陸上競技場納入実績（2021年10月現在）

都道府県 競技場名

大分 大分スポーツ公園昭和電工ドーム大分

宮崎 ひなた陸上競技場

鹿児島 鹿屋体育大学陸上競技場
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