
指定物品の仕様 

① トレーニングウェア 

品名 長袖トレーニングシャツ 

対象 令和 5年度から令和 9年度までの入学生全員 

仕様等 色 

 

 

学年色をラインで表す     

（令和 5年度、令和 8年度入学生：学年色は赤 

    令和 6年度、令和 9年度入学生：青 令和 7年度入学生：緑） 

（現行品はバックプリント入り）  

デザイン 左胸に刺繍で個人名を入れる。 

（姓と名 姓大きく、名の最初の 1文字はやや小さく)  

ファスナー半開 ボックスタイプ 

生地 吸汗速乾性 

摩擦に強い 

その他 追加注文受付可能であること 

現行品と同等以上の品質等であること 

   （現行品 デサント SDW1122 ポリエステル 100％） 

実施期日 合格者登校日（毎年 3月 20日頃）にサイズ合わせ 

新入生物品引渡日（毎年 4月上旬頃）に受け渡し 

契約期間 5年。ただし、対象学年の在籍期間中は追加購入に対応すること 

参考 令和 3年度販売実績 392枚 

 

品名 トレーニングパンツ 

対象 令和 5年度から令和 9年度までの入学生全員 

仕様等 色 学年色をラインで表す     

（令和 5年度、令和 8年度入学生 学年色は赤 

    令和 6年度、令和 9年度入学生：青 令和 7年度入学生：緑） 

デザイン 左上に刺繍で個人名を入れる。 

（姓と名 姓大きく、名の最初の 1文字はやや小さく) 

生地 吸汗速乾性 

摩擦に強い 

その他 追加注文受付可能であること 

現行品と同等以上の品質等であること 

   （現行品 デサント SDT1121 ポリエステル 100％） 

実施期日 合格者登校日（毎年 3月 20日頃）にサイズ合わせ 

新入生物品引渡日（毎年 4月上旬頃）に受け渡し 

契約期間 5年。ただし、対象学年の在籍期間中は追加購入に対応すること 

参考 令和 3年度販売実績 400枚 



 

品名 半袖トレーニングシャツ 

対象 令和 5年度から令和 9年度までの入学生全員 

仕様等 色 白  学年色をラインで表す   

（令和 5年度、令和 8年度入学生：学年色は赤 

    令和 6年度、令和 9年度入学生：青 令和 7年度入学生：緑） 

（現行品はバックプリント入り） 

デザイン 左胸に刺繍で個人名を入れる。 

(姓と名 姓大きく、名の最初の 1文字はやや小さく)  

生地 吸汗速乾性 

摩擦に強い 

その他 追加注文受付可能であること 

現行品と同等以上の品質等であること 

    （現行品 デサント SDS1121 ポリエステル 100％） 

実施期日 合格者登校日（毎年 3月 20日頃）にサイズ合わせ 

新入生物品引渡日（毎年 4月上旬頃）に受け渡し 

契約期間 5年。ただし、対象学年の在籍期間中は追加購入に対応すること 

参考 令和 3年度販売実績 632枚 

 

品名 ハーフパンツ 

対象 令和 5年度から令和 9年度までの入学生全員 

仕様等 色 学年色をラインで表す     

（令和 5年度、令和 8年度入学生：学年色は赤 

    令和 6年度、令和 9年度入学生：青 令和 7年度入学生：緑） 

デザイン 左上に刺繍で個人名を入れる。 

（姓と名 姓大きく、名の最初の 1文字はやや小さく)  

生地 吸汗速乾性 

摩擦に強い 

その他 追加注文受付可能であること 

現行品と同等以上の品質等であること 

    （現行品 デサント SDP1121 ポリエステル 100％） 

実施期日 合格者登校日（毎年 3月 20日頃）にサイズ合わせ 

新入生物品引渡日（毎年 4月上旬頃）に受け渡し 

契約期間 5年。ただし、対象学年の在籍期間中は追加購入に対応すること 

参考 令和 3年度販売実績 604枚 

 

 

 



② 男子カッターシャツ 

品名 長袖カッターシャツ 

対象 令和 5年度から令和 9年度までの入学生男子 

仕様等 色 白 

デザイン ソフトカラー 

（左胸のポケットに刺繍で校章を入れる） 

生地 形態安定加工  

その他 追加注文受付可能であること 

現行品と同等以上の品質等であること 

  （現行品 FC2060  綿 35％ ポリエステル 65％） 

実施期日 合格者登校日（毎年 3月 20日頃）にサイズ合わせ 

新入生物品引渡日（毎年 4月上旬頃）に受け渡し 

契約期間 5年。ただし、対象学年の在籍期間中は追加購入に対応すること 

参考 令和 3年度販売実績 565枚 

 

品名 半袖開衿シャツ 

対象 令和 5年度から令和 9年度までの入学生男子 

仕様等 色 白 

デザイン 左胸のポケットに刺繍で校章を入れる 

生地 形態安定加工 

その他 追加注文受付可能であること 

現行品と同等以上の品質等であること 

  （現行品   FD3072  綿 35％ ポリエステル 65％） 

実施期日 合格者登校日（毎年 3月 20日頃）にサイズ合わせ 

新入生物品引渡日（毎年 4月上旬頃）に受け渡し 

契約期間 5年。ただし、対象学年の在籍期間中は追加購入に対応すること 

参考 令和 3年度販売実績 209枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③  スリッパ 

品名 屋内用スリッパ 

対象 令和 5年度から令和 9年度までの入学生全員 

仕様等 色 学年別に色分け可能   

（令和 5年度、令和 8年度入学生：学年色は赤 

    令和 6年度、令和 9年度入学生：青 令和 7年度入学生：緑） 

色落ちしないこと 

デザイン 上部に記名欄がある。 

生地 丈夫で耐久性に優れている。 

すべりにくい。 

砂がつきにくい。 

その他 

 

追加注文受付可能であること 

現行品と同等以上の品質等であることあること 

 （現行品  内外ゴム ニューモード ） 

実施期日 合格者登校日（毎年 3月 20日頃）にサイズ合わせ 

新入生物品引渡日（毎年 4月上旬頃）に受け渡し 

契約期間 5年。ただし、対象学年の在籍期間中は追加購入に対応すること 

参考 令和 3年度販売実績 344足 

 


