
 
第９６回日本陸上競技選手権大会 男子・女子 20km競歩 
兼 第 14回世界陸上競技選手権大会（2013/モスクワ）日本代表選手選考競技会 

第２４回ジュニア選抜競歩大会 
 

１．主  催  日本陸上競技連盟 

２．主  管  兵庫陸上競技協会 

３．後  援  神戸市 神戸市教育委員会 （公）神戸市スポーツ教育協会 神戸新聞社 

４．協  賛  アシックスジャパン株式会社 

５．協  力  株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ･スポーツ 

６．期  日  (１）大会  ２０１３年２月１７日(日) 

(２) 表彰式  各種目終了後（成績発表後） 

７．種目・スタート時刻 

（１）ジュニア男子 10km競歩           8時 50分 

（２）ジュニア女子 5km競歩            9時 00分 

（３）男子 20km競歩(日本選手権)         9時 50分 

（４）女子 20km競歩(日本選手権)        10時 10分 

８.コ － ス 六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース） 

９.参加資格 2012年度本連盟登録競技者で、日本国籍を有する競技者 (日本で生まれ育った外国籍競技者を含む)とし、 

下記(1)～(3)のいずれかに該当する者。日本選手権種目について外国籍競技者はオープン参加とし、順位はつかない。 

ただし、ジュニア種目に出場するものは(4)の条件にも該当すること。   

 （１）前年度日本陸上競技競歩選手権者。ただしその種目に限る。  

 （２）2012年 1月 1日から本競技会出場申込締切前日までに下記の参加標準記録（公認記録）を突破した競技者。 

男子 20km競歩 

20000mW 20kmW 1時間 34分 0秒 又は 

10000mW 10kmW 44分 0秒以内 又は 

50000mW 50kmW 4時間 30分 0秒以内 

女子 20Km競歩 
20000mW 20kmW 1時間 50分 0秒以内 又は 

10000mW 10kmW 52分 0秒以内  

ジュニア男子 10Km競歩 
10000mW 10kmW 50分 0秒以内 又は 

 5000mW 5kmW 24分 0秒以内 

ジュニア女子 5Km競歩 
 5000mW  5kmW 27分 0秒以内 又は 

 3000mW  3kmW 16分 0秒以内 

 (３)  本連盟強化委員会が特に認めた者。  

 (４)  ジュニア男子 10km競歩、ジュニア女子 5km競歩は、20才未満(1994年 1月 1日以降に生まれた競技者)で 

高校１年生以上とする。 

10．競技規則  2012年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による。 

11．表  彰  （１）日本選手権種目男女 20km 競歩優勝者には選手権章とレプリカと賞状を、2 位と 3 位にはメダルと賞状を、4 位から 8

位までには盾と賞状をそれぞれ授与する。  

（２）ジュニア男子 10km競歩、ジュニア女子 5km競歩種目の優勝者には優勝杯と賞状を、2位と 3位には 2位・3位杯 

を、4位から 8位までには盾と賞状をそれぞれ授与する。 

（３）完歩者には完歩証を授与する。 

12．参加料    （１）1人 3100円。ただし、高校生は 1100円とする（傷害保険料 100円含む）。 

※傷害保険補償内容 死亡･後遺障害 50万円 入院(日割)5,000円 通院(日割)3,300円 

※大会参加中に負傷した場合に限る 

（２）前年度の日本陸上競技選手権保持者は、その種目に限り参加料は徴収しない。この場合は、選手権保持者である 

ことを個人申込書に明記すること。 

（３）参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

  



 
13．申込方法 （１）申込締切期日 2013年 1月 16日（水）～1月 30日(水)  必着 

出場者は、大会指定書類を兵庫陸上競技協会ホームページ［http://www.haaa.jp］内の日本陸上競技選手権 

大会男女 20km 競歩のページよりダウンロードし、必要事項を入力の上、印刷・押印し、期日までに下記に個人

申込書を送付するとともに、入力したデータファイルを下記のアドレスに電子メールにて送信すること。 

メールアドレス taikai@haaa.jp 

なお、返信用封筒を同封して申込先に申し込むこと。 参加料は、郵便振替で下記口座番号に払い込むこと    

(返信用封筒に住所、氏名を明記し、返信用切手 80 円を貼ること。返信用封筒が無い場合は諸連絡・会場案内図

は送れません) 

 （２）申し込みの際の注意事項 

①申し込みは一人一種目とする。 

②高校生は学校長名をもって申し込むこと。 

③参加料のない者は受け付けない。 

④申し込み後はいかなる理由でも参加料は返金できない。 

⑤資格記録の記載において、虚偽の記載をした者については、以降の競技大会において申込を受け付ない場合が

ある。 

（３）申込先・問い合わせ先   

〒651-0076  神戸市中央区吾妻通 4丁目 1-6  神戸市生涯学習支援センター内 

      一般財団法人 兵庫陸上競技協会 

TEL 078-231-1771     FAX 078-231-1772 

郵便振替払込 口座番号  00980=6=256982 

加入者名  一般財団法人 兵庫陸上競技協会  

14．個人情報の取り扱い 

                （１）主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報を取扱う。なお、取得した個人

情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページその他競技運営及び大会に必要な

連絡等に利用する。 

（２）本大会はテレビ放送及びインターネット上で動画配信を行うことがある。 

（３）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者及び主催者、共催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝

等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲

載することがある。 

１５．その他  （１）下記の制限時間を経過した者は、交通警備及び安全上競技を打ち切る 

                            男子 20km競歩           1時間 45分 

ジュニア男子 10km競歩          55分 

女子 20km競歩           2時間 00分 

ジュニア女子 5km競歩           35分 

（２）競技中に発生した傷害、疾病について応急処置は主催者において行うが、以後の責任は負わない。 

（３）選手受付は下記のとおり行う。 

   前日 2月 16日（土）14:00～19:00（神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ） 

   当日 2月 17日（日）07:30～ （大会会場） 

（４）ドーピングコントロールは国際陸上競技連盟ドーピング防止規則もしくは日本ドーピング防止規程に基づいて 

行われる。ドーピングテストを指名された競技者は、役員の指示に従いドーピングコントロール ルームでテスト 

を受けること。 

        （５）TUE申請 

 禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得ない競技者は“治療目的使用に 

係る除外措置（TUE)”の申請を行わなければならない。 

詳細については、日本陸連医事委員会のホームページ（http://www.jaaf.or.jp/medical/index.html）、 

又は日本アンチ・ドーピング機構ホームページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認のこと。 

（６）宿泊希望者には、1泊 (食事なし又は朝食付き) 8,000～10,000 円で宿泊を斡旋するので、希望する者は JTB教育 

旅行神戸支店 HP( http://www.jtb.co.jp/shop/kyoryokobe )内の日本陸上競技選手権大会 20㎞競歩のページより 

宿泊要項をダウンロードし、直接問い合わせること(斡旋の宿泊施設の場合、事務連絡がスムースに流せる) 

ＪＴＢ西日本 教育旅行神戸支店 

  〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町 70松岡ビル 6階  担当 原田 正喜 (不在の際は川上まで) 

電話：078-391-6955 FAX：078-391-1143  営業日・時間 平日 9:30～17:30 (土日祝日は休業) 

mailto:taikai@haaa.jp
http://www.jtb.co.jp/shop/kyoryokobe


 
第９６回日本陸上競技選手権大会 男子・女子 20km競歩 
兼 第 14回世界陸上競技選手権大会（2013/モスクワ）日本代表選手選考競技会 
第２４回ジュニア選抜競歩大会 

 

個人申込書 
※印は主催者で記入する。 

申込 

種目 

男子 

ジュニア男子 

女子 

ジュニア女子 

    km競歩 
参加資格該当 

する項目に○ 
１．前年度日本選手権者         ２．標準記録突破  

ﾅﾝﾊﾞｰ 

ｶｰﾄﾞ （ローマ字） 

 

（フリガナ） 

 

氏 名 

身長 

 cm 

体重 

 

 

kg 

※ 
生年月日 

年 齢・学 年 
19     年    

月   日    才  

(      年) 

加盟団体名（陸協名） 
所属クラブ名 

又は学校名 

（フリガナ） 登 録 番 号 

陸協 
  

自宅住所 

（〒       ） 

 

 

e-mail ｱﾄﾞﾚｽ（携帯） 

電話 
自宅： 

携帯電話： 

ＦＡＸ 
 

 

所属住所 

（〒       ） 
電話 

 

 

ＦＡＸ 
 

 

指導者名または保護者名                          印   携帯電話： 

出場資格取得大会 

 
年   月   日 

参加標準突破記録 

kmＷ  

大会名 

 

 

場所 

mＷ  

 

自己最高記録 

年   月   日 

記録 

kmＷ  

大会名 

場所 

mＷ  

 

※資格記録の記載において、虚偽の記載をした者については、以降の大会において申込を受け付けない場合がある。 

※高校生については、下記についても記載すること。 

指導者名または保護者名                       

 印  携帯電話： 

上記の者、大会参加申し込みを承認します。 

 

  年   月   日 

学校長名                     印 


