
 

 

APPENDIX B 

World Athletics U20 Championships, Cali (COL) 2022 

Qualification System and Entry Standards 
 
 

The Qualification System is based on the following principles: 
 Entry Standards as per below table: 
 No Entry Standard for Relays 
 Qualification period starting on 1 October of the previous year and running until three weeks before the 

competition 
 Target numbers by event as per table below: 

 
Target number Men Event Women Target number 

64 10.60 100m 11.90 64 

64 21.40 200m 24.40 64 

56 47.60 400m 55.20 56 

48 1:51.00 800m 2:09.00 48 

45 3:48.50 1500m 4:29.00 45 

20 8:15.00 3000m 9:32.00 20 

18 14:15.00 5000m 16:40.00 18 

30 9:08.00 3000m SC 10:36.00 30 

56 14.20 110m H / 100m H 14.20 56 

56 53.20 400m H 1:01.00 56 

34 43:50.00 10,000m Race 
Walk 

50:40.00 34 

28 2.15 High Jump 1.81 28 

28 5.05 Pole Vault 4.05 28 

28 7.55 Long Jump 6.12 28 

28 15.55 Triple Jump 12.85 28 

28 18.20 Shot Put 14.50 28 

28 56.50 Discus Throw 48.50 28 

28 68.30 Hammer Throw 57.50 28 

28 69.00 Javelin Throw 50.00 28 
  Heptathlon 5300 24 

24 7050 Decathlon   

24 No standard 4x100m Relay No standard 24 

24 No standard 4x400m Relay No standard 24 

24 No standard 4x400m Relay Mixed 

 

 

APPENDIX B 

カリ2022 U20世界陸上競技選手権大会（コロンビア） 

参加資格取得制度および標準記録 （参考和訳） 

【注意】本資料は参考和訳であり、原文（英文）と内容の差異がある場合、原文を優先するものとする。 
 
参加資格制度は前回大会のものと同様で以下の考え方に基づく。 

 参加標準記録は以下の表の通りとする： 

 リレーには参加標準記録は設定しない 

 参加資格記録有効期間は大会前年の10月1日から大会3週間前までとする 

 各種目のターゲットナンバーは以下の表の通りとする。 

 
ターゲットナンバー 男子 種目 女子 ターゲットナンバー 

64 10.60 100m 11.90 64 

64 21.40 200m 24.40 64 

56 47.60 400m 55.20 56 

48 1:51.00 800m 2:09.00 48 

45 3:48.50 1500m 4:29.00 45 

20 8:15.00 3000m 9:32.00 20 

18 14:15.00 5000m 16:40.00 18 

30 9:08.00 3000m 障害物 10:36.00 30 

56 14.20 110m H / 100m H 14.20 56 

56 53.20 400m H 1:01.00 56 

34 43:50.00 10,000m競歩 50:40.00 34 

28 2.15 走高跳 1.81 28 

28 5.05 棒高跳 4.05 28 

28 7.55 走幅跳 6.12 28 

28 15.55 三段跳 12.85 28 

28 18.20 砲丸投 14.50 28 

28 56.50 円盤投 48.50 28 

28 68.30 ハンマー投 57.50 28 

28 69.00 やり投 50.00 28 

  七種競技 5300 24 

24 7050 十種競技   

24 標準記録設定なし 4x100m リレー 標準記録設定なし 24 

24 標準記録設定なし 4x400m リレー 標準記録設定なし 24 

24 標準記録設定なし 4x400m リレー 男女混合 

  



 

 

 
 

 
Entry Rules 
 Only athletes aged 16, 17, 18 or 19 on 31 December 2022 (born in 2006, 2005, 2004 or 2003) may 

compete. The maximum number of events in which a Youth athlete (born in 2005 or 2006) can compete is 
two individual events plus one of the relays. If the two individual events are Track Events, only one of these 
may be longer than 200m. 

 A maximum of two athletes from any one Member can compete in each event (with the exception of the 
Relays). 

 Three athletes can initially be entered per event, provided each has achieved the Entry Standard, but only 
two will be allowed to compete. 

 Members who have no male and/or female qualified athletes whom they wish to enter in any Championships 
event, may enter one unqualified male athlete OR one unqualified female athlete in one event of the 
Championships (except the Field Events (see below), Combined Events, 5000m and 3000m Steeplechase). 

 Members who have no male and/or no female qualified athlete but whose best athlete excels in a Field 
Event, may submit to World Athletics, by the time of the Preliminary Entry deadline, the name of their 
athlete plus performance they would like to enter in the Field Event. The Technical Delegates will make the 
final decision and, to do so, may seek the opinion of the relevant Area Association. 

 If the host country of the World U20 Championships does not have an athlete qualified in an event, it may 
enter one athlete in these events regardless of any entry standard. 

 Every Member may enter one team for each relay race, composed by a maximum of six athletes. Any four 
athletes among those entered for the competition, whether for the relay or for any other event, may then be 
used in the composition of the team for the first round. 

 
Conditions for Validity of Performances 
 All performances must be achieved during the period 1 October 2021 to 18 July 2022. 
 All performances must be achieved during an official competition organised in conformity with World 

Athletics Rules. 
 All performances must be achieved during competitions organised or sanctioned by World Athletics, its 

Area Associations or its Member Federations. Thus, results achieved at school competitions must be 
certified by the Member Federation of the country in which the competition was organised. 

 Performances achieved in mixed competitions in track events will not be accepted. Exceptionally, in 
accordance with Rule 9 of the Technical Rules, performances achieved in events of 5000m may be 
accepted in circumstances where there were insufficient athletes of one or both genders competing to 
justify the conduct of separate races and there was no pacing or assistance given by an athlete(s) of one 
gender to an athlete(s) of the other gender. In this case, a specific request must be submitted to World 
Athletics before the end of the qualification period. For Race Walks the results will always be accepted. 

 Wind assisted performances (over 2m/sec) will not be accepted. 
 Indoor performances will be accepted. 
 Hand-timed performances for events up to and including 800m will not be accepted. 
 For Race Walks: 

- road performances will be accepted 
- results of races conducted using the penalty zone will be accepted 

 For the running events of 200m and over, performances achieved on over-sized indoor tracks will be 
accepted. 

  

 

 

 
 

 
エントリー規則 

 2022年12月31日時点で16歳、17歳、18歳または19歳（2006年、2005年、2004年、または2003年生）に

限り出場することができる。ユース競技者（2005年または2006年生）が出場できる種目数は最大で個

人2種目といずれかのリレー1種目までとする。個人2種目がトラック種目である場合、200mを超えるの

は1種目 までとする。 
 各加盟国陸連から各種目最大2名の競技者が出場することができる。（ただしリレーは除く） 

 参加標準記録を満たしていれば各種目3名の競技者を最初にエントリーすること ができるが、出場で

きるのは各種目2名の競技者までとする。 
 エントリーを希望するが本大会で実施されるいかなる種目においても参加資格を 有する男子および ／

または女子競技者が不在の各加盟国陸連は、参加資格を有さない男子競技者1名あるいは参加資格 を有

さない女子競技者1名を、本大会1種目にエントリーすることができ る。（ただし、フィールド種目

（以下参照）、混成種目、5000m、3000m障害物は除く） 
 男子および／または女子の参加資格取得競技者を有さない加盟国陸連で、その最 も優秀な競技者 の

種目がフィールド種目である場合、プレリミナリー・エントリー締切日までに、該当競技者の氏名と

希望フィールド種目とその記録を記載し、 ワールドアスレティックスに参加承認申請を行うことがで

きる。エントリー承認は技術代表が決定するものとし、該当エリア陸連にその意見を求めることがで

きる。 
 U20世界陸上競技選手権大会のホスト国は、参加資格を有する競技者が不在の種目においては、それ

ら種目につき競技者1名を、参加標準記録に関係なくエントリーすることができる 
 各加盟国陸連は、最大6名の競技者で編成された１チームを各リレー種目にエントリーすることが でき

る。本大会予選ラウンドでは、本大会にエントリーされている競技者であれば、リレーへのエントリー

有無を問わず、いかなる競技者4名を起用することができる。 
 
記録有効性の条件 

 いかなる記録も、2021年10月1日から2022年7月18日までの期間内に達成されなければならない。 
 いかなる記録もワールドアスレティックス競技規則を遵守した公式の競技会で達成されなければ

ならない。 
 いかなる記録もワールドアスレティックス、そのエリア陸連、またはその加盟国陸連が主催あるい

は公認する競技会で達成されなければならない。すなわち学校内で開催される競技会 も開催され

る 国の加盟国陸連から公認されなければならない。 
 男女混合のトラック種目で達成された記録は認められない。ただし、TR第9条に基づき、5000m にお

いては、男子あるいは女子の片方の性別の競技者数が不足し、男女個別のレースを開催することが

合理的ではなく、また片方の性別の競技者が、他の性別の競技者に対するペースメイクや助力がな

い場合はこの 限りではない。この場合は有効期間終了前までにワールドアスレティックスに申請し

なければならない。なお、競歩の記録については常に認められる。 
 追い風参考記録（風速+2.0m/秒超）は認められない。 
 室内記録は認められる。 
 手動計時による記録は、800m以下の種目では認められない。 
 競歩： 

- 道路における記録は認められる。 

- ペナルティゾーンを使用したレースの記録は認められる。 
 200m以上の競走種目において、オーバーサイズトラックで達成された記録は認められる。 

 


