
 

 

第１０２回日本陸上競技選手権大会５０ｋｍ競歩  
兼 ジャカルタ２０１８アジア競技大会 男子５０㎞競歩日本代表選手選考競技会 

第５７回全日本競歩輪島大会 

第９回スピードウォーク大会 

大会要項 

 
１．主  催  日本陸上競技連盟・輪島市・輪島市教育委員会・全日本競歩輪島大会実行委員会 

 

 ２．共  催  北國新聞社・北陸放送・テレビ金沢 

 

 ３．後  援  スポーツ庁・独立行政法人日本スポーツ振興センター・石川県 

公益財団法人石川県体育協会・石川県高等学校体育連盟・輪島市体育協会・北陸陸上競技協会 

 

 ４．協  賛  アシックスジャパン株式会社・大塚製薬株式会社・日本航空・株式会社ニシ･スポーツ 

         青山商事株式会社 

 

 ５．主  管  一般財団法人石川陸上競技協会 

 

６．協  力  石川県輪島警察署・輪島市交通安全推進隊 

 

 ７．期  日    ２０１８年４月１４日（土）・１５日（日） 

   

８．選手受付  ４月１４日（土） ９時００分～１７時００分 輪島市文化会館ロビー 

         ４月１５日（日） ６時３０分～ ９時００分 輪島市文化会館ロビー 

  

９．日  程    （１）開始式  全日本競歩輪島大会の部 

                 ○日時：４月１４日（土）１１時００分 

                 ○場所：輪島市文化会館 大ホール             

（２）表彰式   ○日時：４月１４日（土）、１５日（日）競技終了後準備でき次第 

○場所：輪島市文化会館 大ホール               

（３）種目・競技開始時間 

【４月１４日（土）】 

種目 競技開始時刻 スタート場所 招集開始時刻 招集完了時刻 

女子高校（１・２年）３ｋｍ競歩 １２：３０ ふらっと訪夢前 １２：００ １２：１５ 

男子高校（１・２年）３ｋｍ競歩 １３：００ ふらっと訪夢前 １２：３０ １２：４５ 

男子全日本  １０ｋｍ競歩 
１３：３０ ふらっと訪夢前 １３：００ １３：１５ 

男子ジュニア １０ｋｍ競歩 

女子全日本  １０ｋｍ競歩 
１４：３０ ふらっと訪夢前 １４：００ １４：１５ 

女子ジュニア １０ｋｍ競歩 

 

      【４月１５日（日）】 

種目 競技開始時刻 スタート場所 招集開始時刻 招集完了時刻 

日本選手権 男子５０ｋｍ競歩 

※女子５０ｋｍ競歩(オープン) 

７：３０ ふらっと訪夢前 ７：００ ７：１５ 

女子高校     ５ｋｍ競歩 １１：３０ ふらっと訪夢前 １１：００ １１：１５ 

男子高校     ５ｋｍ競歩 １２：１０ ふらっと訪夢前 １１：４０ １１：５５ 

 

※「Ｕ２０世界陸上競技選手権大会（２０１８／タンペレ）」 

「アジアジュニア陸上競技選手権大会（２０１８／岐阜）」の日本代表選手選考を兼ねる。 

      男子：ジュニア１０ｋｍ競歩 ／ 女子：ジュニア１０ｋｍ競歩 



 

 

１０．コ ― ス  輪島５０ｋｍ競歩路・日本陸連公認競歩コース（１周２ｋｍの往復コース） 

        ※今大会からコースが新しくなる。コース図については別途ご案内する。 

 

１１. 参加資格    ２０１８年度本連盟登録競技者で、下記の条件をみたす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）を正式参加者とし、外国籍競技者については、オープン参加 

         とし順位はつかない。 

（１）日本陸連強化委員会が推薦した競技者 

（２）２０１７年１月１日から本競技会出場申込み締切日までに下記の参加標準  

記録（公認記録）突破者及び参加基準年齢を満たす競技者 

【男子】  

下記の参加標準記録を突破した競技者 

 参加標準記録 参加基準年齢 

日本選手権５０ｋｍ競歩 
50kmW 

20kmW 

50000mW 

20000mW 

４時間５０分００秒 

１時間４０分００秒 

２０００年４月１日以前

に生まれた競技者 

全日本１０ｋｍ競歩 

20kmW 

10kmW 

 5kmW 

20000mW 

10000mW 

 5000mW 

１時間４５分００秒 

５０分００秒 

２４分００秒 

２０００年４月１日以前

に生まれた競技者 

ジュニア１０ｋｍ競歩 

10kmW 

 5kmW 

10000mW 

 5000mW 

５０分００秒 

２４分００秒 

１９９９年１月１日から 

２００３年４月１日まで

に生まれた競技者 

 

下記の記録で完歩できる競技者 

※高校３km競歩は 3000mを下記の記録で完歩できる競技者の出場可 

 記録 参加基準年齢 

高校５ｋｍ競歩 

 5kmW 

 3kmW 

5000mW 

3000mW 

２７分３０秒 

１６分３０秒 

２０００年４月２日から 

２００３年４月１日まで

に生まれた競技者 

高校３ｋｍ競歩 

（１・２年） 

 3kmW 

 

 

3000mW 

3000m 

１７分００秒 

１０分３０秒 

 

２００１年４月２日から 

２００３年４月１日まで

に生まれた競技者 

  

   【女子】  

下記の記録を突破した競技者 

 記録 参加基準年齢 

オープン５０ｋｍ競歩 20kmW 20000mW １時間５０分００秒 
２０００年４月１日以前に

生まれた競技者 

全日本１０ｋｍ競歩 

20kmW 

10kmW 

 5kmW 

20000mW 

10000mW 

 5000mW 

２時間００分００秒 

５８分００秒 

２８分００秒 

２０００年４月１日以前に 

生まれた競技者 

ジュニア１０ｋｍ競歩 

10kmW 

 5kmW 

10000mW 

 5000mW 

５８分００秒 

２８分００秒 

１９９９年１月１日から 

２００３年４月１日までに 

生まれた競技者 

 

下記の記録で完歩できる競技者 

※高校３km競歩は 3000mを下記の記録で完歩できる競技者の出場可 

 記録 参加基準年齢 

高校５ｋｍ競歩 

5kmW 

3kmW 

5000mW 

3000mW 

２９分００秒 

１７分３０秒 

２０００年４月２日から 

２００３年４月１日までに 

生まれた競技者 

高校３ｋｍ競歩 

（１・２年） 

3kmW 

 

3000mW 

3000m 

 

１８分００秒 

   １１分３０秒 

２００１年４月２日から 

２００３年４月１日までに 

生まれた競技者 

 

１２．競技規則    ２０１８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。 

       大会競技注意事項および各連絡事項等は日本陸連ＨＰおよび石川陸上競技協会ＨＰにて掲載 

するので確認すること。 

 



 

１３．参 加 料    【日本選手権５０ｋｍ競歩・オープン女子５０ｋｍ競歩】 

（１）参加料 ５，０００円（保険料を含む） 

※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）参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

※１４．申込方法を参照 

 

【全日本１０ｋｍ競歩・ジュニア１０ｋｍ競歩・高校５ｋｍ競歩・高校３ｋｍ競歩】 

（１）１人３，５００円とする。 

ただし、高校生（２０１８年４月２日現在）は 1 人１種目２，０００円とする。 

（ともに傷害保険料含む）    

※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）参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

                  （３）参加料を振込む場合は、下記郵便振替口座に所属名・選手全員の氏名および出場 

種目を記入して振込むこと。       

 

 郵便振替  口座番号：００７６０－９－５３４０５  

      口座名称：全日本競歩輪島大会実行委員会  

 

１４．申込方法    【日本選手権５０ｋｍ競歩・オープン女子５０ｋｍ競歩】 

（１）インターネット申込みとする。 

   日本陸連ホームページの大会情報「第 102 回日本陸上競技選手権大会 50km 競歩」をご

確認ください。「イーモシコム」（https://moshicom.com/）というサイトからお申込み

いただきます。 

（２）参加料（５，０００円）の送金方法 コンビニ決済およびクレジットカードに限る。 

   参加料とは別にエントリー手数料が発生します。 

（３）申込期間 ２０１８年２月２６日（月）１０：００から３月２０日（火）１７：００ 

   ※２０１８年度日本陸連登録情報で申込を行って下さい。 

   ※２０１８年度日本陸連登録は、３月１日からを予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【全日本１０ｋｍ競歩・ジュニア１０ｋｍ競歩・高校５ｋｍ競歩・高校３ｋｍ競歩】 

（１）締 切 日 ２０１８年３月２０日（火）消印有効 

                   （２） 様 式  別紙申込書に該当事項を明記して申し込むこと。 

                                 ＊  高校生は必ず学校長の承諾を得て、校長印を押印して申し込むこと。 

              ＊  大学生は所属校でまとめて申し込むこと。 

    ＊ 申込後に所属先等が変わった場合は速やかに大会事務局へ FAX で連絡。 

          ※指定振込先に参加料を振込み、その振込書（写）を別紙参加申込書に添付のうえ、 

           必要事項を記入いただき、下記申込先まで郵送または持参下さい。 

           【振込書（写）に参加者の所属名、選手全員の氏名および出場種目を記入して下さい】 

  

（３） 申込み【大会事務局】 

      〒928-0001  石川県輪島市河井町20部1番地1   

          輪島市教育委員会 生涯学習課スポーツ推進室 

           全日本競歩輪島大会 実行委員会事務局 宛 

電話：０７６８－２３－１１７６  

  FAX ：０７６８－２３－１１２９  

 

 

日本選手権５０ｋｍ競歩・オープン女子５０ｋｍ競歩に関するお問い合わせ 

 日本陸上競技連盟 事務局（輪島競歩担当） 

  電 話：０３－５３２１－６５８０（平日１０：００～１８：００） 

  ＦＡＸ：０３－５３２１－６５９１ 

https://moshicom.com/


 

１５．欠 場 届  大会参加が認められた後に欠場するものは、本大会規定の欠場届（日本陸連 web サイト

http://www.jaaf.or.jp/about/resist/athleticclub/form/）を大会前日までに本大会実行委

員会事務局へ提出（FAX 0768-23-1129）すること。大会期間中は TIC に提出のこと。 

１６．制限時間    下記の制限時間を経過した競技者または競技運営及び交通事情に支障が出る場合は競技を打ち 

切ることがある。 

  

         【４月１４日（土）】 

種目 競技開始時刻 競技打切時間 競技打切時刻 

女子高校（１・２年）３ｋｍ競歩 １２：３０ 
スタートから２０分を経過したら

競技を打ち切ることがある 
１２：５０ 

男子高校（１・２年）３ｋｍ競歩 １３：００ 
スタートから２０分を経過したら

競技を打ち切ることがある 
１３：２０ 

男子全日本  １０ｋｍ競歩 
１３：３０ 

スタートから５０分を過ぎて 

最終周回に入らない競技者 
１４：２０ 

男子ジュニア １０ｋｍ競歩 

女子全日本  １０ｋｍ競歩 
１４：３０ 

スタートから１時間を過ぎて 

最終周回に入らない競技者 
１５：３０ 

女子ジュニア １０ｋｍ競歩 

 

【４月１５日（日）】 

種目 競技開始時刻 競技打切時間 競技打切時刻 

男子日本選手権 ５０ｋｍ競歩 
７：３０ 

スタートから４時間４５分を過ぎ

て最終周回に入らない競技者 
１２：１５ 

女子オープン  ５０ｋｍ競歩 
７：３０ 

スタートから５時間１５分を過ぎ

て最終周回に入らない競技者 
１２：４５ 

女子高校      ５ｋｍ競歩 
１１：３０ 

スタートから３０分を経過したら

競技を打ち切ることがある 
１２：００ 

男子高校     ５ｋｍ競歩 
１２：１０ 

スタートから３０分を過ぎて 

最終周回に入らない競技者 
１２：４０ 

 

１７．表  彰  （１）日本選手権５０ｋｍ競歩優勝者には選手権賞及びレプリカ、１位～３位にはメダル、  

                        １位～８位には賞状を授与する。 

（２）男女１０ｋｍ競歩（全日本・ジュニア）、男女高校種目（５ｋｍ競歩･３ｋｍ競歩） 

優勝者には優勝カップ、１位～３位にはメダル、１位～８位には賞状を授与する。 

 

１８．ドーピングコントロール 

国際陸上競技連盟アンチ・ドーピング規則および規定、もしくは日本アンチ・ドーピング規程

に基づいて行われる。 

尚、本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液 （或いは両方） の採取が行わ

れる。該当者は指示に従って検査を受けること。 

競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要となる。顔写

真のついた学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポートコピーなどを持参するこ

と。 

●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“治療使用特例（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細については、日本陸上競技連

盟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/）を確認すること。 

●18歳未満の競技者親権者からのドーピング検査に対する同意書の取得 

2015年 1月 1日より、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、及び日本アンチ・ドーピング

規程が改定され、18 歳未満の競技者が競技会に参加する際、親権者からドーピング検査に関す

る同意書を取得する事が必要となる。 

①本大会に参加する 18歳未満の者は、同意書を熟読し、署名、捺印の上、同意書の原本を大会

に持参し、携帯すること。同意書は http://www.jaaf.or.jp/pdf/doisho.pdf からダウンロード

出来る。 

②18歳未満の競技者はドーピング検査に指名された時に、原本をドーピング検査室にて NFR（陸

連医事代表）に提出すること。提出は 18歳未満の時に１回のみで、同意書の提出後に再びドー

ピング検査に指名された場合は、すでに原本を提出済みである事を NFR に申し出ること。会場

において、原本の提出がなくとも、検査は行われるが、検査後 7 日以内に日本陸連事務局に原

本を提出すること。 



 

 

１９．個人情報取り扱いについて 

        （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 

り扱う。尚、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陸上競技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。 

 

２０．宿  泊   （１） 締 切 日 ２０１８年３月２０日（火）消印有効                                  

                 （２）  申込方法  宿泊希望者には、１泊２食７，５００円程度で斡旋する。 

                  別紙宿泊申込書に必要事項を明記し、下記の申込先に申し込むこと。 

 

  申 込 先    〒928-0001 石川県輪島市河井町２０－１－１３１                        

              「わじま観光案内センタ－ 競歩大会 宿泊係 宛」               

               電話：０７６８－２２－１５０３  

 FAX：０７６８－２３－１８５６ 

 

２１．大会本部  ４月１３日(金)・１４日（土）「民宿さかした」  

〒９２８－０００１ 石川県輪島市河井町１９－１－７２ 

                                                   電話：０７６８－２２－４６４１  

                        １５日 (日)「輪島市文化会館内」 

〒９２８－０００１  石川県輪島市河井町２０－１－１ 

                                                              電話：０７６８－２２－７６６６ 

 

２２．そ の 他 （１） 参加者は事前に健康診断を受け、健康上問題がない者とする。 

競技中に発生した傷害、疾病についての救急処置は主催者において行うが、以後責任は負 

わない。 

        （２）申込後、申込内容に変更が生じた場合は速やかに大会事務局に連絡して下さい。 

        （３）練習会場 次の２カ所を本大会の練習会場とする。 

①輪島市マリンタウン競技場 

場所：ホテル・ルートイン輪島横（徒歩３分） 

日時：４月１３日（金）～１４日（土）６時００分～１８時００分 

②輪島高校運動場 

場所： 文化会館横（徒歩１分） 

日時：４月１５日（日） ６時００分～１２時００分 

        （４）本競技会は２０１８年４月１日施行の日本陸上競技連盟 「競技会における広告および展

示物に関する規程」を適用する。 

（５）大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用すること(インターネット上

において画像や動画を配信することを含む)を禁止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輪島までの交通手段 

◎飛行機 利用の場合   

羽田空港→能登空港 約１時間  

         能登空港→輪島駅ふらっと訪夢（特急・路線バス） 約２０分 

              能登空港→輪島駅ふらっと訪夢（ふるさとタクシー）約１５分 

※ふるさとタクシーは事前予約が必要です。（ご予約 港タクシー（株）0768-22-2360） 

◎ＪＲと特急バス 利用の場合 

北陸本線：金沢駅下車(東口)→輪島行き特急バス 約２時間→輪島駅ふらっと訪夢まで 

◎自動車利用の場合 

北陸自動車道：金沢東 ＩＣ→のと里山海道を経由 約９０分 

北陸自動車道：金沢森本ＩＣ→のと里山海道を経由 約９０分 

         

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

第１０２回日本陸上競技選手権大会５０ｋｍ競歩 
兼 ジャカルタ２０１８アジア競技大会 男子５０ｋｍ競歩日本代表選手選考競技会 

第５７回全日本競歩輪島大会 （オープン女子５０ｋｍ競歩） 

                                                                                                             ２０１８年  月  日      

宿 泊 申 込 書 

                                                      ※大会要項：（２０）宿泊を参照  申し込みは２０１８年３月２０日（火）消印有効 

 

    

   お願い 斡旋する宿泊場所は、旅館・民宿となりますので、原則として1室2名以上でお申し込みをお願いいたします。 

なお、1室1名でご利用される場合は、追加料金をいただく場合がございますので、予めご了承願います。 

 

  ◎ 申 込 先  〒928-0001 石川県輪島市河井町２０－１－１３１ 「わじま観光案内センター 競歩大会 宿泊係宛」                  

                                 電話：０７６８－２２－１５０３ 

                                 FAX ：０７６８－２３－１８５６ 

 

                                                                                                   

                 返信案内送付先         郵便番号           〒     －                                 

                                                                                                   

                                        住所                                                       

                                                                                                   

                                                        ℡（   －    －      ） 

  

                                        所属先の場合    【                                    宛     】    

                                         

                                           氏 名                            

 

宿泊期日 
 ２０１８ 年 ４ 月   日  食から ４ 月   日  食まで （  泊  食） 

輪島到着 

予定時刻 
 ２０１８年 ４ 月   日  午前・午後     時頃     

 

交通手段 

 

 

 

1.自家用車（   台） 

2.公共交通機関 

 

 
所属名 

学  校  名 

 

 

 

＊４月１日以降 変更ある場合は、大会事務局へ連絡下さい。 

加盟団体 

(所属都道府県) 

 

所属団体 

学校・勤務先 

住  所 

〒 

電話番号  ＦＡＸ番号  

宿泊者名 

 男子 

      人 

  

  

  

  

 女子 

      人 

  

  

  

  

申込責任者 

連絡先住所 

〒 

氏  名                                             印 

  TEL:                  FAX:                  携帯: 

 備考・連絡事項 


