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題字は平沼亮三（初代陸連会長）の書

日本陸上競技連盟からのお知せ
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■活動報告
●第 224 回ワールドアスレティックス（WA）カウンシル会議報告（会長 横川浩）
第 224 回ワールドアスレティックスカウンシル会議が 2021 年 3 月 17 日～ 18 日に
開催され、カウンシルメンバーとして出席した。同会議はオンライン形式で開催さ
れ「ロシア問題」「コンペティション」「WA 規則の改定」などについて協議した概
要を報告する。
●施設用器具委員会報告（2020-3）（施設用器具委員会）
2020 年度に公認した競技場及び長距離競走路・検定延期が承認されている競技場
及び長距離競走路・公認が廃止となった競技場及び長距離走路・種別変更のあった
競技場・名称変更のあった競技場・新設の競技場及び長距離競走路について報告する。
■大会観戦ガイド
「第
 105 回日本陸上競技選手権大会 / 第 37 回 U20 日本陸上競技選手権大会」
■事務局からのお知せ
高校生も審判ができる！ C 級公認審判員制度がスタート！
東京五輪への道 ～ WA ランキングをチェックしてみよう～
「第
 67 回全日本中学校通信陸上競技大会」及び「2021 全国高等学校リモート陸上
競技大会」の開催について

information

・日本陸連登録料の設定について
https://www.jaaf.or.jp/about/fee/

・代表選手派遣大会選考要項 2021 年度
https://www.jaaf.or.jp/news/article/14004/

・シューズ規則／広告規定について
https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/

・【東京オリンピック】
エントリースタンダード
https://www.jaaf.or.jp/news/article/12453/

・陸上競技場、長距離競走路の認定について
https://www.jaaf.or.jp/about/resist/shisetsu/

施設用器具委員会報告
（2020-3）
施設用器具委員会

◆ 2020年度に公認した競技場及び長距離競走路
（2020.12.17〜2021.03.31）
9904 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
（100km）


9924 愛鷹広域公園多目的（競）



コード番号（127180） ◆100km 自転車計測 周回 新設
新潟県新発田市五十公野5724

第2種 400m 全天候 継続
9906 たけびしスタジアム京都

9926 岡山県総合（グ）
（陸）

京都府京都市右京区西京極新明町32

9907 福岡朝日国際（マ）

第1種 400m 全天候 継続

2020.12.31〜2025.12.30

9908 兵庫県立三木総合防災公園第二（陸）兵庫県三木市志染町三津田1707
2020.09.01〜2025.08.31

9909 静岡市清水（総）
（陸）


コード番号（373030） 第3種 400m 全天候 新設


静岡県浜松市中区上島6の19の2

第2種 400m 全天候 継続

広島県庄原市新庄町394

第3種 400m 全天候 継続

第2種 400m 全天候 継続

第3種 400m 全天候 継続
9913 いわき
（陸）

第3種 400m 全天候 継続

9914 いわき
（陸）補助（競）

第3種 400m 全天候 継続

2020.04.15〜2025.04.14

9935 桐生市（陸）

9915 ケーズデンキスタジアム水戸

2021.03.10〜2026.03.09
2021.04.01〜2026.03.31

第3種 400m 全天候 継続

第2種（条件付） 400m 全天候 継続 2021.04.21〜2026.04.20

周回 新設

2021.03.01〜2026.02.28

9938 長野市営補助
9939 新潟市（陸）



2021.03.10〜2026.03.09

9919 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 千葉県旭市清和乙621
第2種 400m 全天候 継続
9920 印西市松山下公園（陸）

第4種L 400m 全天候 継続
9921 志賀町（陸）

第2 種（条件付） 400m 全天候 継続

2021.01.10〜2026.01.09
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3の1

第2種 400m 全天候 継続

第3 種（条件付） 400m 全天候 継続

第2種 400m 全天候 継続

静岡県袋井市愛野2300の1

第1種 400m 全天候 継続

2021.04.01〜2026.03.31

9943 小笠山総合（運）補助（競）

静岡県袋井市愛野2300の1

第3種 400m 全天候 継続
9944 静岡市西ヶ谷（総）
（陸）

2021.04.01〜2026.03.31
静岡県静岡市葵区西ヶ谷8の1

第3種 400m 全天候 継続

2021.04.01〜2026.03.31

9945 京都府立山城総合（運）第2（競）


京都府宇治市広野町八軒屋谷1
第4種L 400m 土質 継続

9946 太子町総合公園（陸）

2021.03.19〜2026.03.18

2021.04.01〜2026.03.31

兵庫県揖保郡大子町佐用岡246の1

第3 種（条件付） 400m 全天候 継続
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2021.04.10〜2026.04.09

9942 小笠山総合（運）静岡スタジアム

2020.10.27〜2025.10.26

福井県坂井市三国町運動公園1の4の1

石川県加賀市山田町り245の2



コード番号（194089） 第4種L 400m 全天候 新設


2020.12.07〜2025.12.06

9941 加賀市（陸）

2021.04.01〜2026.03.31

石川県羽咋郡志賀町への1の1

2020.11.01〜2025.10.31



2021.04.01〜2026.03.31
千葉県印西市浦部沖田274の1

新潟県新潟市中央区一番堀通町3の1

9940 山梨県富士北麓公園（陸） 山梨県富士吉田市上吉田立石5000

大阪府高槻市芝生町4の1の1地内

第4種L 400m 一部全天候 継続 2021.01.31〜2026.01.30

9923 三国（運）
（陸）

長野県長野市大字石渡485

第2種 400m 全天候 継続

新潟県デンカビックスワンスタジアム

コード番号（167220） 21km0975 ワイヤー計測 周回 新設

9922 三ツ沢公園（陸）

2021.04.22〜2026.04.21

第4種L 300m 一部全天候 継続 2021.04.22〜2026.04.21

東京都陸上自衛隊立川駐屯地滑走路南側〜滑走路北側

9918 高槻市立（陸）

長野市大字東和田632

第2種 400m 全天候 継続

コード番号（137630） ◆42km195・21km0975 自転車計測
9917 デンカビックスワンパーク
（ハ）

2021.04.30〜2026.04.29
埼玉県上尾市愛宕3の28の30

9937 長野市営（陸）

9916 立川シテイ自衛隊駐屯地（マ）


2021.03.21〜2026.03.20
群馬県桐生市本宿町17の33

9936 上尾（運）
（陸）

茨城県水戸市小吹町2058の1

第2種 400m 全天候 継続

2021.04.01〜2026.03.31

茨城県ひたちなか市佐和2197の28

第1 種（条件付） 400m 全天候 継続


福島県いわき市平下荒川字南作86

第4種L 300m 全天候 継続

2021.01.04〜2026.01.03

宮城県栗原市築館字荒田沢41の241

9934 笠松（運）
（陸）

沖縄県糸満市西崎3の1

2021.03.10〜2026.03.09

2021.05.01〜2026.04.30
長崎県諫早市宇都町27の1

第3種 400m 全天候 継続
9933 栗原市築館（陸）

福島県いわき市平下荒川字南作86

第2種 400m 全天候 継続

2021.04.01〜2026.03.31

福岡県福岡市博多区東平尾2の1

9932 長崎県立総合（運）補助（競）

2021.02.28〜2026.02.27

9912 糸満市西崎（陸）

福岡県大牟田市黄金町1の123

9931 福岡市博多の森補助（陸）

2021.04.29〜2026.04.28

9911 上野総合公園（陸）

2021.03.31〜2026.03.30

9930 御大典記念（グ）

2021.02.24〜2026.02.23

9910 浜松市四ツ池公園（陸）

2021.05.01〜2026.04.30

9929 徳島県南部健康（運）
（陸） 徳島県阿南市桑野町桑野谷34の1

静岡県静岡市清水区清開2の1の1

第3 種（条件付） 400m 全天候 継続

2020.09.01〜2025.08.31
愛媛県西条市ひうち1の2

第2種 400m 全天候 継続

第3 種（条件付） 400m 全天候 継続


埼玉県朝霞市溝沼

9928 西条ひうち
（陸）

◆42km195 自転車計測 往復（一部循環） 継続


2021.04.08〜2026.04.07

第4種L 400m 全天候 継続

2020.07.01〜2025.06.30
福岡県平和台（陸）
・大濠公園

2021.04.11〜2026.01.10

岡山県岡山市北区いずみ町2の1の11

9927 自衛隊体育学校（陸）

2020.10.01〜2025.09.30

第1種 400m 全天候 継続

三重県伊勢市宇治館町510
第3種 400m 全天候 継続

2021.01.06〜2026.01.05

9905 新発田市五十公野公園（陸）

2021.04.15〜2026.04.14

9925 三重交通Gスポーツの杜伊勢（陸）補助（競）

千葉県袖ヶ浦フォレストレースウェイ走行路〜ピッ
ト



静岡県沼津市足高202

第2種 400m 全天候 継続

2021.03.30〜2026.03.29

9947 松江市営（陸）

島根県松江市上乃木10の4の1

第2 種（条件付） 400m 全天候 継続


宮崎県小林市南西方2085

第3 種（条件付） 400m 全天候 継続


沖縄県総合（運）（陸） 第 1 種 400m



2021.04.13〜2026.04.12

9948 小林総合（運）市営（陸）

［沖縄］9168

2021.03.19〜2021.05.18

◆公認が廃止となった競技場及び長距離走路
（2020.12.17〜2021.03.31）

2020.10.01〜2025.09.30

9949 九州共立大学（陸）

福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1の8

第3 種（条件付） 400m 全天候 継続


（陸） 第 4 種 400m
［北海道］9133 栗山町総合（グ）

2020.10.24

［北海道］9292

2020.11.27

北斗市（運）（陸） 第 4 種 400m

2020.12.01〜2025.11.30

［岩手］9125

遠野（運）
（陸） 第 4 種 400m

2020.11.30

9934-投 笠松（運）
（陸）付帯（投） 茨城県ひたちなか市佐和 2197 の 28

［秋田］9134

潟上市元木（陸） 第 4 種 400m

2020.12.31

［山形］9219

高畠中学校（グ） 第 4 種 400m

2021.05.31

投てき場 継続
9515-投 日産スタジアム付帯（投）

２０２１．
０３．
２１～２０２６．
０３．
２０
神奈川県横浜市港北区小机町 3300

投てき場 継続

２０２１．
０３．
１８～２０２６．
０３．
１７
静岡県袋井市愛野 2300 の 1

投てき場 継続

２０２１．
０４．
０１～２０２６．
０３．
３１
三重県伊勢市宇治館町 510

投てき場 継続

２０２１．
０４．
１１～２０２６．
０４．
１０
宮崎県宮崎市大字熊野字藤兵衛中州

投てき場 継続

２０２１．
０３．
１６～２０２６．
０３．
１５

◆検定延期が承認されている競技場及び長距離競走路
（2021.03.31現在）
［北海道］9205

洞爺湖湖畔（マ） 42km195



高島平日刊スポーツ
（20km） 20km

2021.03.31

［愛知］9662 パロマ瑞穂スタジアム 第 1 種 400m

2021.03.31

大阪国際女子マラソン予備コース
（マ） 42km195



2021.01.31

［奈良］9138

奈良市立都祁中学校運動場

NDソフトスタジアム山形

第 1 種 400m



2020.12.01〜2021.05.31

［山形］9136 山形県総合（運）補助（陸） 第 3 種 400m


2020.12.01〜2021.05.31

［山形］9203 山形県あかねヶ丘（陸） 第 3 種 400m


和歌浦ベイマラソンwithジャズ
（ハ） 21km0975



2020.10.21

［山口］9103

周防大島町（陸） 第 4 種 400m

2020.10.31

［佐賀］9145

歌垣の郷（10km） 10km

2020.12.31

◆種別変更のあった競技場
（2020.12.17〜2021.03.31）

［茨城］9140

水戸（マ） 42km195

［栃木］9186

小山（運）
（陸） 第 3 種 400m

2021.01.01〜2021.10.31
2021.03.26〜2022.03.25

［東京］9330

2021.04.07〜2022.04.06
2021.04.01〜2021.06.30

［長野］9141

伊那市（陸） 第 2 種 400m 2021.01.01〜2021.12.31

［福井］9237

越前市東（運）
（陸） 第 3 種 400m



2021.08.01〜2022.07.31

［愛知］9159

安城市（陸） 第 4 種 400m 2020.12.28〜2021.03.15

［岐阜］9071

各務原市総合（運）
（陸） 第 4 種 400m



2020.08.01〜2021.07.31

［和歌山］9082

神戸（マ） 42km195

2021.01.01〜2021.12.30

紀州口熊野（マ） 42km195



広島県総合（グ）
メインスタジアム 第 2 種 400m



2020.10.26〜2021.10.25

［徳島］9200

鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム

第 1 種 400m
［大分］9151

［大分］9152

［千葉］9920

移行

印西市松山下公園（陸） 第 4 種→第 4 種 L

［東京］9177 帝京大学八王子キャンパス
（陸） 第 4 種→第 4 種 L 移行
［大阪］9918

高槻市立（陸） 第 4 種→第 4 種 L

2021.05.01〜2022.04.30

大分スポーツ公園昭和電工ドーム大分

第 1 種 400m

移行

◆名称変更のあった競技場
（2019.03.28〜2020.11.04）
［静岡］9942- 投

小笠山総合（運）静岡スタジアム付帯による
（投）
小笠山総合（運）静岡スタジアム付帯（投）

［神奈川］9331

Shonan BMW スタジアム平塚
レモンガススタジアム平塚

◆新設の競技場及び長距離競走路
（2019.03.28〜2021.04.28）
［千葉］9904

袖ヶ浦フォレストレースウエイ
（100km） ◆ 100km


［東京］9916

2020.10.01〜2021.09.30

［広島］9210

移行

帝京大学八王子キャンパス
（陸） 第 4 種 400m



［兵庫］9142

移行

［埼玉］9927 自衛隊体育学校（陸） 第 4 種→第 4 種 L

代々木公園（陸） 第 3 種 400m


［東京］9177

［福島］9914 いわき
（陸）補助（競） 第 4 種→第 4 種 L

［京都］9945 京都府立山城総合（運）第 2（競） 第 4 種→第 4 種 L 移行

2021.04.28〜2022.04.27



第 4 種 200m
2020.11.27

［和歌山］9116

2021.05.01〜2022.04.30

［山形］9135



2021.03.31

［東京］9266



9589-投 宮崎県総合（運）
（陸）付帯（投）


2020.04.14

帝京大学グループ千住総合（グ） 第 4 種 400m

［大阪］9891

9411-投 三重交通Gスポーツの杜伊勢（陸）付帯（投）


［東京］9189


9942-投 小笠山総合（運）静岡スタジアム
（投）


［埼玉］9024 さいたま国際（マ） 42km195

2021.01.06〜
立川シテイ自衛隊駐屯地（マ） ◆ 42km195



2021.03.01〜

［新潟］9917 デンカビックスワンパーク
（ハ） 21km0975


2021.03.10〜

［石川］9921

志賀町（陸） ◎第 4 種 L400m

［徳島］9929

徳島南部健康（運）
（陸） ◎第 3 種 400m



2021.01.10〜
2021.03.31〜

2021.02.01〜2021.05.31
大分スポーツ公園昭和電工（グ） 第 3 種 400m
2021.02.01〜2021.05.31
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第224回ワールドアスレティックス（WA）カウンシル会議報告
会長 横川 浩
第224回ワールドアスレティックス（世界陸連）カウンシル会議が
2021年3月17日～ 18日に開催され、カウンシルメンバーとして出席
した。同会議はオンライン形式で開催され、
概要は以下の通りである。
第224回ワールドアスレティックスカウンシル会議 概要
1．ロシア問題
資格停止処分を受けているロシア陸連の今後の国際大会への参加
について、ルネ・アンデルセン調査団長から報告と提案が行われた。
ANA 選手（中立の個人資格）としての競技会への参加資格制度の
復活が諮られ、一定の改善状況が確認された事を受け、承認された。
2021 年のオリンピック、WA 主催イベント、ヨーロッパ U23 選手
権を含む主要国際大会への出場は 10 名を上限に認められる。ANA
選手はドーピング・レビュー・パネルの審査を経て、エリジビリテ
ィーが決定されるが、10名以上の選手のANA資格が認められた場
合には、国際検査対象者（IRTP 選手）を優先した上で、その決定
はロシア陸連に委ねられる。上記の主要国際大会以外については、
人数の上限は設けない。主要国際大会への参加が認められた最大10
名の選手の中からドーピング検査違反者が出た場合には、この
ANA プロセスが取り消される事もあり、また、現在の改革案が遂
行されず、組織改革の進捗状況に著しい遅延や諸費用の支払いが滞
った場合には、総会で除名を諮ることになる。2022年大会への参加
については、2021年最後のカウンシル会議で協議する。
2．コンペティション
●U20世界選手権大会（コロンビア・カリ）
大
 会日程を2021年8月9日～ 14日から、
同年8月2日～ 7日に変更。
●世界室内陸上競技選手権大会（中国・南京）
大会開催日程を2023年3月17日～ 19日に決定。
●2023 年世界ハーフマラソン（2022 年 3 月 27 日、中国・揚州）の
タイムテーブルと参加資格を承認。
●世界室内陸上競技選手権大会
（2022年3月18日～ 20日、
セルビア・
ベオグラード）のタイムテーブルと参加資格を承認。
●世界クロスカントリー選手権大会（2022 年 2 月 19 日、オースト
ラリア・バサースト）のタイムテーブルの承認。
同
 大会では初めてマスターズの種目を実施する予定である。
●2022年世界チーム競歩選手権（2022年4月、ベラルーシ・ミンスク）
同
 国での大会の開催については、リスクアセスメントが実施されてお
り、次回のカウンシル会議で同国での開催の可否について協議する。
●東京オリンピック
世
 界が依然コロナ禍で厳しい環境にあるが、安心安全な大会の開
催に向けて、WAも大会組織委員会と共に取り組んでいる。従来
のオリンピックと同じ形での運営は難しいが、選手が活躍できる
舞台が提供され、成功裏に開催されると考えている。渡航制限等
による参加資格取得の機会の公平性については、継続してモニタ
リングを実施している。
●2021年コンチネンタルツアーズ（CT）
C Tの価値が評価され、現時点では、85大会が登録されている。
最高峰のゴールドは15大会で、アフリカで 2 大会、アメリカで 3 大
会となり、エリアを越えた実績が見込まれる。特にアメリカではシル
バー、ブロンズでも9 大会が予定されており、2022 年世界陸上オレ
ゴン大会に向けて、陸上の気分が盛り上がっている。昨年はコロナ

日程
主な国際大会
国内選手権候補枠①
国内選手権候補枠②
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2021
東京オリンピック
7月30日～8月8日

6月5日～6日
6月26日～27日

の影響を受け、開催実績は 29 大会（ゴールド 7 大会）であった。
●2024年パリ・オリンピック（競歩種目）
IOC は、パリ大会の予算の縮小化、大会運営の簡素化を背景に、
新たな種目の追加については見送りとした。ジェンダーイクオリ
ティの観点から、男子のみで実施されていた 50 ㎞競歩の見直し
が必要となり、選手を含めた様々な関係者と協議の結果、35㎞を
男女混合のチーム種目として実施する方向でIOCと協議する。男
女同時スタートが想定されるが、今後、参加選手の人数や順位の
決定方法を含めた詳細を協議する。
●WAデレゲートの任期の変更
コ
 ロナ禍で競技会の開催が限定されている状況を考慮し、任期が
変更される。国際技術役員（ITO）は 2018 年～ 2022 年（当初の
任期2018年～ 2021年）
、国際スターターは2017年～ 2022年（同
2017年～ 2021年）
、国際写真判定員は2017年～ 2022年（同2017
年～ 2021年）
、国際競歩審判員は2019年～ 2023年（同2019年～
2022年）となる。
3．WA規則の改定（修正）
●コンペティションルール (CR)/ テクニカルルール (TR) の明確化、
新たな種目に伴った改定で、以下が主な修正条文である。https://
www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules
2021年11月1日から有効。
→
 CR32（新たに認められた種目への世界記録の公認）
、
TR6.2（競
技者に対する助力）
、TR7.3（失格）
、TR32.14（投てき）
、TR54.1/
54.7.3（競歩35㎞、35000ｍの追加）
●ガバナンスルールを変更し、現アスリートコミッション委員の任
期を当初予定の2021年から2022年に延期する。
●WA 憲章 27 条に準じた新たな Honorary Member and Service
Award Rules を策定する。名誉会員や貢献に対する表彰を行う
際のプロセスとノミネーションパネルの立ち上げが規定されてい
る。2021年4月1日から有効。
4．その他
●WASイベント
（世界陸連主催大会）
に派遣されるITOについては、
今後、女性や若い層の採用、エリアバランスをターゲットに進め
る予定で、eLearning の活用に加え、新たな教育プログラムプロ
ジェクトを立ち上げて進める。
●WA World Plan の策定に向けては、各国陸連、選手、コーチ、
メディア、スポンサー、一般ファンを含めた、幅広いステークホ
ルダーに対してアンケート調査が展開された。最終案は 11 月の
総会で諮られる。
●新たなキッズアスレティックス・プログラムは、U20ナイロビ大
会でキックオフする予定で、想定対象は4 ～ 14歳。
●2021 年 11 月中国で開催予定であったコングレス（総会）は、11
月 16 日～ 18 日にオンラインでの開催に変更される。2022 年 7 月
の世界陸上オレゴン大会の際にはオンサイトの総会とコンベンシ
ョンを実施予定。
●ハラスメント、虐待等に対する指針（セーフガード・ポリシー）
を策定し、各国と協調した問題への取組みを推進する。
●国内選手権の開催が推奨される期間（他の主要大会と重ならない
実施推薦枠）を以下の表の通りとする。

2022
世界陸上オレゴン
7月15日～24日
エリア選手権
8月15日～21日
6月25日～26日

2023
世界陸上ブダペスト
8月19日～27日

2024
パリ・オリンピック
8月2日～11日

7月8日～9日
7月29日～30日

6月8日～9日
6月29日～30日

大会観戦ガイド
第 105 回日本陸上競技選手権大会
第 37 回 U20 日本陸上競技選手権大会
▼期日：2021年６月24日
（木）
～６月27日（日）
▼会場：大阪市・ヤンマースタジアム長居 大阪府大阪市東
住吉区長居公園１−１
▼アクセス：地下鉄御堂筋線「長居」下車。1番出口より500
ｍ（徒歩6分）
JR阪和線「鶴ヶ丘」下車。東出口より550ｍ（徒歩6分）
JR阪和線「長居」下車。東出口より650ｍ（徒歩7分）
大
 阪北部方面から 阪神高速14号松原線 駒川出口
南
 港通を西へ、西田辺交差点を南（あびこ筋）へ、長居公
園西口交差点を左折
大
 阪南部方面から 阪神高速14号松原線 文の里出口
あびこ筋を南へ、長居公園西口交差点を左折
▼競技種目：【日本選手権 男子（17種目）
】
100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mH、
400mH、3000mSC、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、
砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投
【 日本選手権女子（17種目）
】
100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、100mH、
400mH、3000mSC、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、
砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投
【U20日本選手権 男子（18種目）
】
100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、5000m、
110mH（99.1 ㎝）
、400mH、3000mSC、走高跳、棒高跳、
走幅跳、三段跳、砲丸投（6.000 ㎏）
、円盤投（1.750 ㎏）
、
ハンマー投（6.000㎏）
、やり投（800g）
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【U20日本選手権女子（18種目）
】
100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、5000m、
100mH（83.8 ㎝）
、400mH、3000mSC、走高跳、棒高跳、
走幅跳、三段跳、砲丸投（4.000 ㎏）
、円盤投（1.000 ㎏）
、
ハンマー投（4.000㎏）
、やり投（600g）
▼問合せ先：
【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 9階
TEL：050-1746-8410 FAX：050-3588-1869
（土・日・祝日を除く 10：00 ～ 18：00）
（欠場届等競技運営に関する問い合わせ窓口）
】
【競技運営本部

大阪陸上競技協会 TEL：06-6697-8899 FAX：06-6697-8766
▼大会ページ：
https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1556/

写真：フォート・キシモト

の

お

知

ら

せ

◇◆高校生も審判ができる！ C級公認審判員制度がスタート！◆◇
2021 年度より、C 級審判員制度がスタートしました。

これまで、陸上競技会の審判をする公認審判員は、B 級、A 級、S 級の 3 つの階級があり、最初のステップである B 級は 18 歳以上が対
象でした。今回新設される C 級は、高校 1 年生から、各都道府県の陸上競技協会が開催する所定の講習会や研修を受講し、基礎的な技
術と知識を身につけたと認められれば公認審判員になることができます。
高校生の皆様には、既に全国の多くの競技会で補助員として運営を支えていただいています。是非、競技会運営に興味がある高校生
などには C 級公認審判員の資格取得に挑戦していただき、さらに活躍の場を広げ、陸上界を力強く支えていただくことを期待しています。
C 級の取得方法など詳細については、都道府県の陸上競技協会を通じてご確認をお願いいたします。
▼競技運営委員会ページ（C 級に関する情報を掲載しています）
https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/

▼高校生アンケートの結果
https://www.jaaf.or.jp/news/article/14136/
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◇◆東京五輪への道 ～ WAランキングをチェックしてみよう～◆◇

WAは、Road To TOKYO として、東京オリンピックへ向けての選手ランキングを随時更新

しています。こちらのサイトでは、種目ごとに何人の選手が参加標準をクリアしていて、どの選
手までがターゲットナンバー（出場人数枠）内にいるのかを確認することができます。
日本人選手が個人種目で東京オリンピックに出場するには、1）参加標準記録を突破する 2）
ランキングでターゲットナンバーに入る のいずれかが条件となります。
多くの種目で非常に高く設定されている参加標準記録。よって、このターゲットナンバー
に入れるかどうかも、注目ポイントになります。
東京五輪への切符を掴むためには、あといくつ順位をあげる必要があるのか、何ポイント必要なのか。この機会に是非、選手のラン
キング情報をチェックしてみてください！
▼ Road To Tokyo（東京五輪への道）
https://www.jaaf.or.jp/news/article/14737/?tag=Road+To+TOKYO

▼ WA ランキング制度について
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202103/29_154932.pdf

◇◆「第 67回全日本中学校通信陸上競技大会」及び「2021全国高等学校リモート陸上競技大会」の開催について◆◇
昨年、新型コロナウイルスの影響により中止になりました「第 47 回全日本中学校陸上競技

選手権大会」
、
「第 73 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会」の代替企画として本連盟では
「リモート陸上」と称し、各都道府県で開催した大会のリザルトを本連盟が収集し、ランキン
グ形式で日本一を決定するという取り組みを実施いたしました。
本年につきましても昨年の取り組みを継承し日本一をオンライン上で決めると同時に、都
道府県大会に出場する全ての中学生、高校生の記録を残すことで陸上競技の普及に貢献して
参ります。また本年度より高校リモートでは新たにリレー種目も対象となり、全国ランキン
グに掲載します。
▼第 67 回全日本中学校通信陸上競技大会 特設ページ
https://www.jaaf.or.jp/remote/juniorhighschool/

▼ 2021 全国高等学校リモート陸上競技大会 特設ページ
https://www.jaaf.or.jp/remote/highschool/

陸連時報編集委員
陸連時報編集室

◇編集委員
横川
友永
八木
尾縣
麻場
鈴木
牧野
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一徳（陸連強化委員長）
英穂（陸連事務局長）
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〒160-0013

東京都新宿区霞ヶ丘町4-2

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階
日本陸上競技連盟内

TEL：050-1746-8410

FAX：050-3588-1869

