
 
第１０４回日本陸上競技選手権大会・２０km 競歩 

兼 東京 2020 オリンピック 日本代表選手選考競技会 

第３２回Ｕ２０選抜競歩大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．主  催  日本陸上競技連盟 

 

２．後  援  神戸市 神戸市教育委員会 公益財団法人神戸市スポーツ協会 神戸新聞社 

 

３．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、株式会社ニシ･スポーツ、青山商事株式会社、 

デンカ株式会社、久光製薬株式会社、株式会社クリエイト 

 

４．主  管  兵庫陸上競技協会 

 

５．期  日  (１）大会  ２０２１年２月２１日(日) 

(２) 表彰式  各種目終了後（成績発表後）１位～３位のみ 

  ※今大会、表彰は無しに変更します。1位から 8 位に入賞した選手はメダルカップを会場でお受け取り下さい。 

 

６．種目・スタート時刻／競技終了時刻 

（１）男子 20km 競歩(日本選手権)         8時 50分／10時 22分 

（２）女子 20km 競歩(日本選手権)        10時 35 40分／12時 24 29分 ※競技時間を変更します 

（３）U20男子 10km競歩             12時 35 45分／13時 25 35分 ※競技時間を変更します 

（４）U20女子 5km 競歩              13 時 35 50 分／14時 01 11分 ※競技時間を変更します 

※制限時間を経過した者は、交通警備及び安全上、次の周回に入ることはできない 

 

７.コ － ス ※六甲アイランド甲南大学西側 20 ㎞コース（日本陸連公認コース） 

このコースは、5km,10km,15km,20km の記録が公認される。ただし、各種目の距離を完歩した競技者が対象。 

 

８.参加資格 2020 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。 

ただし、U20 種目に出場する者は(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）2019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。 

日本選手権 男子 20km 競歩 

20000mW 20kmW 1 時間 32 分 0秒以内 

10000mW 10kmW 43 分 0秒以内 

50000mW 50kmW 4 時間 25 分 0秒以内 

日本選手権 女子 20Km 競歩 
20000mW 20kmW 1 時間 49 分 0秒以内 

10000mW 10kmW 51 分 30 秒以内 

U20 男子 10Km競歩 
10000mW 10kmW 50 分 0秒以内 

 5000mW 5kmW 23 分 0秒以内 

U20 女子 5Km 競歩 
 5000mW  5kmW 26 分 0秒以内 

 3000mW  3kmW 15 分 15 秒以内 

 (３)  本連盟強化委員会が特に認めた者。  

 (４)  U20男子 10km競歩、U20 女子 5km 競歩は、2002年 1月 1 日から 2005 年 4月 1 日までに生まれた競技者とする。 

新型コロナウイルスの対応策について 

沿道での応援については自粛いただくようご協力をお願いいたします。（12月 9日現在） 

大会開催に向けて準備を進めておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、競技会の開催が中止になる場合がございま

すので予めご了承ください。 本連盟主催大会では、「陸上競技活動再開のガイダンス」に準拠し競技会運営を行います。ガイダンス最新

版 は、本連盟ＨＰ（https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/）に掲載をしておりますので、大会参加者の皆 様は、必ず事前にお目

通しいただき、感染症対策を徹底したうえでのご参加をお願い致します。また、今後 ガイダンスの更新に当たり、大会要項を変更する

可能性がございます。 



 
        ※安全面を考慮し日本選手権男女 20km 競歩への中学生の参加は不可とする 

 

９．競技規則  ２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則及び 

ＷＡ規則第１４３条ＴＲ５：シューズに関するルール再改訂部分によって実施する。 

        ※日本選手権 20km 競歩種目についてはペナルティゾーンを実施する。（ルールブック-競技規則-第 230条 7 参照） 

 

10．表  彰  （１）日本選手権種目男女 20km 競歩優勝者にはカップとメダルと賞状を、2 位と 3 位にはメダルと賞状を授与する。コロナ

対策のために表彰式は 1 位から 3位のみを表彰する。4 位から 8位までの盾と賞状は大会会場で各自受け取ること。 

（２）U20男子 10km競歩、U20 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位杯と賞状を授与す

る。コロナ対策のために表彰式は 1 位から 3位のみを表彰する。4 位から 8 位までの盾と賞状は大会会場で各自受け取

ること。 

（３）完歩者には完歩証を授与する。 

※今大会、表彰は無しに変更します。1 位から 8 位に入賞した選手はメダルカップを会場でお受け取り下さい。 

 

11．参加料    （１）日本選手権   1 人 5,000円。（傷害保険料 100 円含む） 

U20選抜    1人 4,000 円。（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。 

（３）参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

 

12．申込方法  （１）日本陸連ホームページ「第 104回日本陸上競技選手権大会・20km競歩／第 32 回 U20 選抜競歩大会」 

から直接、インターネット申込とする。   https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1506/ 

※申込みの時、資格を取得した大会名が表示されないとき（陸上競技マガジンの記録データにない場合）は、 

その大会の証明（記録証明書、リザルト、陸上競技マガジンなどのコピーで可。）を 1月 18 日（月）必着で 

下記あてに郵送もしくは FAXすること。 

【証明書送付先】 

〒651-0076 神戸市中央区吾妻通 4 丁目 1-6 神戸市生涯学習センター内 「兵庫陸上競技協会」あて 

TEL：078（231）1771  FAX：078（231）1772 

（２）参加料の送金方法 コンビニ決済およびクレジットカード決済に限る。 

（３）申込期間     2021年 1 月 5日（火）13時 00 分から 2021年 1 月 18 日（月）17時 00分 

※申込期間を過ぎるとエントリーができなくなるので確認すること。 

 

13．欠場について （１）本大会に参加が認められた後に欠場する者は、欠場届（日本陸連ホームページよりダウンロードし）に必要事項を

記し 2 月 19 日（金）15 時までは兵庫陸協へ FAX 078-231-1772 すること。大会前日から開催中は競技役員本部に提

出のこと。 

PDF 形式 （http://www.jaaf.or.jp/pdf/about/resist/athleticclub/2016/no36.pdf） 

Word 形式 （http://www.jaaf.or.jp/pdf/about/resist/athleticclub/2016/no36.doc） 

 

14．個人情報の取り扱い 

                （１）主催者は、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、主催者及び主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．ドーピングコントロール 

(1) 本競技会は、ワールドアスレティックス アンチ・ドーピング規則および規程、もしくは日本アンチ・ドーピング規

程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。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。 

(2) ＴＵＥ申請について 



 
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

（ https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/ ）、 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。 

(3) 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。 

(4) 本競技会参加者（18 歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング

規程にしたがい、ドーピング・コントロール手続の対象となることに同意したものとみなす。18 歳未満の競技者について

は、本競技会への参加により親権者の同意を得たものとみなす。 

(5) 本競技会に参加する 18 歳未満の競技者は、親権者の署名した同意書を大会に持参し携帯すること。親権者の同意書

フォームは、日本アンチ・ドーピング機構（JADA）のウェブサイト( https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html )

からダウンロードできる。18 歳未満の競技者はドーピング検査の対象となった際に、親権者の署名が記載された当該同意

書を担当検査員に提出すること（注意：2020 年 12 月末までに日本陸連に 18 歳未満競技者親権者同意書を提出している場

合でも、検査時に 18 歳未満であれば JADA に当該同意書を提出すること）。なお、親権者の同意書の提出は 18 歳未満時に 

1 回のみで、当該同意書の提出後に再びドーピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング

検査時に申し出ること。ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査後 7 日以内に JADA 事

務局へ郵送にて提出すること。親権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピング・コントロール手続に一切影響が

ないものとする。 

(6) 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回避し

た場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することができなか

った場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、

日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。 

(7) 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了後 2 時間の安静が必

要となるので留意すること。 

(8) 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ･ドーピング機構

のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認すること。 

 

16．その他   （１）スタートから下記の時間を経過した者は、交通警備及び安全上、次の周回に入ることはできない 

                            男子 20km 競歩           1 時間 32分 

U20男子 10km競歩                         50 分 

女子 20km 競歩           1 時間 49 分 

U20女子 5km 競歩                26 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 20日（土）14:00～19:00（神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2 階） 

   当日 2月 21日（日） 7:30～ （大会会場） 

（４）スペシャルテーブルを設置する。 

競技者が給水係を手配している場合はビブスを貸与するので選手受付時に申し出ること。 

（５）競技注意事項、エントリーリスト等は 2月 9 日頃に WEBに掲載予定。 

 

17．問い合わせ先 

【 日本陸上競技連盟・事務局 】 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町４－２ JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE ９階 

TEL: ０５０－１７４６－８４１０ （土・日祝日を除く１０：００～１８：００） 


