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■活動報告
●施設用器具委員会報告（2021-1）（施設用器具委員会）
　2021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について報告する。
●第225回ワールドアスレティックス（WA）カウンシル会議報告（名誉会長 横川 浩）
　第225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7月28
日～ 29日に東京2020オリンピック競技大会に先立って開催された。コロナ感染拡大
以降リモートでの会議が続いていたが、今回はオンサイトでの開催となり、カウンシ
ルメンバーとして出席した。

■大会観戦ガイド
　 「“日清食品カップ” 第37回全国小学生陸上競技交流大会」
　「東京マラソン2021」

■事務局からのお知せ
　�「第67回全日本中学通信陸上競技大会」全国ランキングが確定 !!
　�　本連盟が全国の中学生アスリートを対象に、新しい競技会の形としてリモート形
式で実施した「第67回全日本中学校通信陸上競技大会」の指定大会がすべての都道
府県で終了し、ランキグが確定しましたので、お知らせいたします。

　 ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ第1期加盟大会・ポイント対象大会
の決定について

　�　ジャパンマラソンチャンピオシップシリーズ（以下、JMCシリーズ）の第1期の
加盟大会・ポイント対象が決定しまたのでお知らせいたします。

日本陸上競技連盟からのお知せ

題字は平沼亮三（初代陸連会長）の書10令和3年
2021

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

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

・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/

・代表選手派遣大会選考要項 2022年度
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/15231/

・アンチドーピング／鉄剤注射の防止
　https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/

information
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◆2021年度に公認した競技場及び長距離競走路
	 	 （2021.04.01～ 2021.08.18）

9950	 裾野市（運）（陸）　	 裾野市今里1616の1
	 第3種（条件付）　400m　全天候　継続	 2021.03.24～2026.03.23
9951	 各務原市総合（運）（陸）	 各務原市下中屋町974
	 コード番号（244049）　第4種L　400m　全天候　継続
	 2020.08.01～2025.07.31
9952	 神戸（マ）　	 神戸市役所前～市民広場北側
	 ◆42km195　自転車計測　往復　継続	 2021.01.01～2025.12.31
9953	 鳥取県立布勢総合（運）（陸）　第1種	 鳥取市布勢146の1
	 400m　全天候　継続	 2021.04.10～2026.04.09
9953-投	 鳥取県立布勢総合（運）（陸）付帯（投）	 鳥取市布勢146の1
	 投てき場　継続	 2021.04.10～2026.04.09
9954	 綾川町総合（運）（陸）	 綾歌郡綾川町陶1536の1
	 コード番号（364059）　第4種L（降格）　400m　全天候
	 継続	 2021.04.01～2026.03.31
9955	 豊橋市営（陸）	 豊橋市今橋町4
	 第3種　400m　全天候　継続	 2021.03.16～2026.03.15
9956	 嘉麻市嘉穂総合（運）嘉穂（陸）	 嘉麻市上西郷1482の1
	 第4種　400m　全天候　継続	 2021.03.31～2026.03.30
9957	 鶴岡市小真木原（陸）	 鶴岡市小真木原町2の1
	 第2種　400m　全天候　継続	 2021.05.01～2026.04.30
9958	 札幌チャレンジ（10km）	 大通公園南大通～札幌駅前通
	 コード番号（017580）　◆10㎞　自転車計測　片道　新設
	 2021.04.30～2026.04.29
9959	 龍ヶ崎たつのこ（ハ）	 さんさん館前交差点～龍ヶ崎市（陸）
	 コード番号（087200）　▽21km0975　自転車計測　往復
	 新設	 2021.04.04～2026.04.03
9960	 ふかやシティ（ハ）	 深谷市総合体育館前～深谷市仙元山公園（陸）
	 ▽21km0975・10㎞　自転車計測　循環　継続
	 2021.03.21～2026.03.20
9961	 佐世保市総合（グ）（陸）	 佐世保市椎木町	
	 第2種　400m　全天候　継続	 2021.05.07～2026.05.06
9962	 NDソフトスタジアム山形	 天童市山王1の1
	 第1種　400m　全天候　継続	 2020.12.01～2025.11.30
9963	 山形県総合（運）補助（陸）	 天童市山王1の1
	 第3種　400m　全天候　継続	 2020.12.01～2025.11.30
9964	 高田城址公園（陸）	 上越市本城町46の1
	 第2種　400m　全天候　継続	 2021.04.01～2026.03.31
9965	 県立青葉の森公園（陸）	 千葉市中央区青葉町654
	 第3種　400m　全天候　継続	 2021.07.01～2026.06.30
9966	 鯖江市東公園（陸）	 鯖江市東鯖江3の6の10
	 第3種　400m　全天候　継続	 2021.06.11～2026.06.10
9967	 ヤンマースタジアム長居	 大阪市東住吉区長居公園1の1
	 第1種（条件付）　400m　全天候　継続
	 2021.05.20～2026.05.19
9968	 大分スポーツ公園昭和電工ドーム大分	 大分市大字横尾1351
	 第1種　400m　全天候　継続	 2021.02.01～2026.01.31

9969	 大分スポーツ公園昭和電工（グ）	 大分市大字横尾1351
	 第3種　400m　全天候　継続	 2021.02.01～2026.01.31
9970	 沖縄県総合（運）（陸）	 沖縄市比屋根672
	 第1種（条件付）　400m　全天候　継続	 2021.03.19～2026.03.18
9971	 半田（運）（陸）	 半田市池田町3の1の1
	 第3種（条件付）　400m　全天候　継続
	 2021.04.22～2026.04.21
9972	 今治市営桜井スポーツランド（陸）	 今治市桜井甲1054の3
	 コード番号（384029）　第4種L　300m　土質　継続
	 2021.04.20～2026.04.19
9973	 仙台市（陸）	 仙台市宮城野区宮城野2の11の6
	 第3種　400m　全天候　継続	 2021.06.15～2026.06.14
9974	 江戸川区河川敷往復（100km）
	 	 江戸川緊急河川敷道路～柴又公園内
	 コード番号（137640）　▽100㎞　自転車計測　往復　新設
	 2021.05.17～2026.05.16
9975	 西和賀町営（30km）	 西和賀町役場湯田庁舎前
	 ▽30㎞・21.0975㎞・10km　自転車計測　往復　継続
	 2021.06.01～2026.05.31
9976	 長岡市営（陸）	 長岡市緑町1の5の1
	 第2種（条件付）　400m　全天候　継続	 2021.05.20～2026.05.19
9977	 木曽やぶはら高原（ハ）	 やぶはら高原こだまの森多目的広場
	 ▽21km0975・10㎞　自転車計測　往復　継続
	 2021.06.01～2026.05.31
9978	 ヤンマーフィールド長居付設（マ）	 ヤンマーフィールド長居
	 42.195km・30km・21.0975km・20km・10哩・15km・10km
	 ワイヤー計測　周回　継続	 2021.03.15～2026.03.14
9979	 邑智郡公認（陸）	 邑智郡川本町大字川下1112
	 コード番号（324099）　第4種L　250m　土質　継続
	 2021.05.23～2026.05.22
9980	 皇子山総合（運）（陸）	 大津市御陵町4の1
	 第2種（条件付）　400m　全天候　継続	 2021.06.01～2026.05.31
9981	 東京（マ）	 東京都庁第一庁舎前～東京駅・行幸通り
	 ◆42.195km　自転車計測　片道　継続	 2021.06.30～2026.06.29
9982	 板橋区・高島平（ハ）	 旧板橋区立高島第七小学校前
	 コード番号（137650）　◆21.0975km・10km・5km　
	 自転車計測　周回　新設	 2021.06.30～2026.06.29
9983	 和歌山ジャズ（ハ）	
	 和歌山城ホール南側道路～和歌山マリーナシティ内
	 コード番号（307130）　▽21km0975・10㎞　自転車計測
	 片道（一部往復）　新設	 2021.09.26～2026.09.25
9984	 萩・石見空港（ハ）	 県立万葉公園太陽の広場
	 コード番号（327170）　▽21km0975　自転車計測　循環　新設
	 2021.08.20～2026.08.19	
9985	 春日井市朝宮公園（陸）	 春日井市朝宮町4の1の2
	 コード番号（223170）　第3種（投芝）　400m　全天候　新設
	 2021.07.14～2026.07.13
9986	 大分国際車いす（マ）	 大分県庁前～大分市営（陸）
	 コード番号（447080）　◆42.195km・21.0975km　自転車計測
	 周回（一部片道）　新設	 2021.07.01～2026.06.30

施設用器具委員会報告（2021-1）
施設用器具委員会
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9987	 手賀沼エコ（ハ）	 北柏ふるさと公園北～柏ふるさと公園
	 ▽21km0975　自転車計測　循環　継続	 2021.09.01～2026.08.31
9988	 MINATOシテイ（ハ）	 港区芝公園前～東京タワー敷地内駐車場
	 コード番号（137660）　▽21km0975　自転車計測
	 循環（一部往復）　新設	 2021.07.18～2026.07.17
9989	 帝京大学八王子キャンパス（陸）	 多摩市和田1361の1
	 コード番号（134269）　第4種L（人芝）（条件付）　400m　
	 全天候　継続	 2021.04.01～2026.03.31
9990	 猿鬼（ハ）	 柳田（運）
	 ▽21km0975・10km・5km　自転車計測　往復　継続
	 2021.07.01～2026.06.30
9991	 多治見市星ケ台（競）	 多治見市星ケ台3の19
	 第2種（条件付）　400m　全天候　継続
	 2021.08.01～2026.07.31
9992	 広島総合グランドメインスタジアム	 広島市西区観音新町2の11の124
	 第2種　400m　全天候　継続	 2020.10.26～2025.10.25
9993	 ヒロシマMIKAN（ハ）
	 大柿老人福祉センター前～県立大柿高等学校（グ）
	 ▽21km0975・10km　自転車計測　往復　継続
	 2021.08.01～2026.07.31
9994	 備前市総合（運）	 備前市久々井747
	 第3種　400m　全天候　継続	 2021.09.01～2026.08.31
9995	 雲雀ケ原（陸）	 南相馬市原町区中太田天狗田96
	 第3種　400m　全天候　継続	 2021.08.06～2025.08.05
9996	 安城市（陸）	 安城市新田町池田上1
	 コード番号（224079）　第4種L（人芝）　400m　全天候　継続
	 2020.12.28～2025.12.27

◆検定延期が承認されている競技場及び長距離競走路
	 	 （2021.08.18現在）

［北海道］9205　洞爺湖湖畔（マ）　42km195	 2021.05.01～2022.04.30
［北海道］9284　岩見沢市東山公園（陸）　第3種400m
	 2021.11.01～2021.11.30
［青森］9255　八戸市東（運）（陸）　第3種　400m
	 2021.10.10 ～ 2022.03.31
［山形］9203　山形県あかねヶ丘（陸）　第3種400m
	 2021.04.28～2022.04.27
［福島］9248　福島市信夫ヶ丘（競）　第3種400m
	 2021.09.01～2022.03.31
［茨城］9140　水戸（マ）　42km195	 2021.01.01～2021.10.31
［茨城］9261　守谷（ハ）　21km0975	 2021.10.01～2022.09.30
［栃木］9186　小山（運）（陸）　第3種400m	 2021.03.26～2022.03.25
［東京］9330　代々木公園（陸）　第3種400m	 2021.04.07～2022.04.06
［長野］9141　伊那市（陸）　第2種400m	 2021.01.01～2021.12.31
［石川］9232　能美市物見山（陸）　第2種400m
	 2021.10.01～2022.04.30
［福井］9237　越前市東（運）（陸）　第3種400m
	 2021.08.01～2022.07.31
［愛知］9250　名古屋ウイメンズ（マ）　42km195
	 2021.09.01～2021.09.30
［愛知］9269　中京大学梅村（陸）　第3種400m
	 2021.10.01～2022.06.30
［岐阜］9257　いびがわ（マ）　42km195	 2021.09.20～2022.09.19
［滋賀］9241　甲賀市（陸）　第3種400m	 2021.10.01～2021.11.30

［和歌山］9082　紀州口熊野（マ）　42km195	 2020.10.01～2021.09.30
［岡山］9242　新見市しんごう湖畔（ハ）　21㎞0975
	 2021.09.01 ～ 2022.08.31
［島根］9306　島根県立隠岐高等学校屋外運動場　第4種400m
	 2021.10.10～2022.03.22
［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	 2021.05.01～2022.04.30
［鹿児島］9217　あくねボンタン（ハ）　21km0975
	 2021.06.01～2022.05.31

◆公認が廃止となった競技場及び長距離走路
	 	 （2021.04.01～ 2021.08.18）

［青森］9218　青森県総合（運）（陸）　第3種400m	 2021.06.09
［栃木］9187　鹿沼（運）（陸）	 第4種400m	 2021.04.13
［埼玉］9262　新座市総合（運）（陸）　第3種400m	 2021.08.31
［東京］9573　MINATOシティ（ハ）　21km0975	 2021.11.23
［新潟］9239　小千谷市白山（運）（陸）　第4種400m	 2021.09.28
［石川］9236　金沢百万石（ハ）	 21km0975	 2021.09.30
［島根］9560　萩・石見空港（ハ）　21km0975	 2021.04.30
［高知］9227　高知工業高等専門学校（陸）　第4種400m
	 2021.07.02
［大分］9542　大分国際車いす（マ）　42km195	 2021.04.30

◆種別変更のあった競技場
	 	 （2020.04.01～ 2021.08.18）

［東京］9989　帝京大学八王子キャンパス（陸）　第4種→第4種L
	 移行
［愛知］9996　安城市（陸）　第4種→第4種L	 移行
［岐阜］9951　各務原市総合（運）（陸）　第4種→第4種L	 移行
［島根］9979　邑智郡公認（陸）　第4種→第4種L	 移行
［香川］9954　綾川町総合（運）（陸）　第3種→第4種L	 降格
［愛媛］9972　今治市営桜井スポーツランド（陸）　第4種→第4種L
	 移行

◆名称変更のあった競技場
	 	 （2021.04.01～ 2021.08.18）

［山形］9203　山形県あかねヶ丘（陸）→山形市あかねヶ丘（陸）

◆新設の競技場及び長距離競走路
	 	 （2021.04.01～ 2021.08.18）

［北海道］9958　札幌チャレンジ（10km）　◆10km	 2021.04.30～
［茨城］9959　龍ヶ崎たつのこ（ハ）　▽21km0975	 2021.04.04～
［東京］9974　江戸川河川敷往復（100km）　▽100km
	 2021.05.17～
［東京］9982　板橋区・高島平（ハ）　◆21km0975	 2021.06.30～
［東京］9988　MINATOシテイ（ハ）　▽21km0975	 2021.07.18～
［愛知］9985　春日井市朝宮公園（陸）　◎第3種400m
	 2021.07.14～
［和歌山］9983　和歌山ジャズ（ハ）　▽21km0975	 2021.09.26～
［島根］9984　萩・石見空港（ハ）　▽21km0975	 2021.08.20～
［大分］9986　大分国際車いす（マ）　	◆42km192	 2021.07.01～
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　第225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７月28日～ 29日に東京2020オリンピック競技
大会に先立って開催された。コロナ感染拡大以降リモートでの
会議が続いていたが、今回はオンサイトでの開催となり、カウ
ンシルメンバーとして出席した。概要は以下の通りである。
１．ロシア問題
　2015年11月から組織的なドーピング違反で資格停止処分
を受けているロシア陸連について、ルネ・アンデルセン調査
団長から報告と提案が行われた。ロシア陸連は、資格回復に
向けて課せられたマイルストーンに基づいて、充分な改善策
を推進しており、2021年３月末期限の納付金US ＄431,848‐
も滞りなく支払われた。今後、会長代行のIrina Privalova氏
を中心にして、資格回復に必要な全ての要件が満たされる事
が望まれる。これを受け、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は維持される。2021年の主要
国際競技会（オリンピック、WA主催イベント等）には出場
上限（10名）が設けられているが、2022年については、11
月開催のカウンシル会議で協議する。今後も継続して改善状
況が監視され、その報告と今後に向けての提案は11月開催の
総会で行われるが、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、総会で除名を諮る事もある。
２．コンペティション
●WAチーム競歩選手権大会2022
　同大会は2022年4月にベラルーシ・ミンスクで開催予定で
あったが、リスクアセスメントの結果、別開催地を募る事が
決まっていた。公募の結果、唯一の立候補地となったオマー
ン・マスカットでの2022年３月の開催が決定され、同地での
世界陸連主催大会の開催は初となる。
●世界リレー2023
　第６回大会は中国・広州で2023年5月（予定）に開催される。
同大会の上位チームには、2023世界陸上競技選手権ブダペス
ト大会、2024パリ・オリンピックへの出場権が与えられる。
●世界ロードランニング選手権大会2023
　同大会の開催地決定過程に於いては、13都市から開催に対
して興味が示され、５都市から立候補申請書類が提出された
が、審査の結果、第１回大会はラトビア・リーガでの開催が
決定した。従来の世界ハーフマラソン選手権を継承する同大
会では、ハーフマラソンに加え、５キロ選手権、一般レース
が行われ、実施時期は2023年９月～ 10月が見込まれる。
●WAデレゲートの任命
　2022世界室内選手権ベオグラード大会、2022世界U20陸
上競技選手権カリ大会にWAから派遣される技術役員が決定
した。今後、女性や若い層の採用、エリアバランスを促進す
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。尚、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、任期が変更されている。
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（2021年11月1日から有効）
●世界記録が公認される種目に50㎞道路競走を追加（CR32）

　2022年１月１日以降に、男子は2:43:38、女子単独は
3:07:20、混合は2:59:54を上回る記録が公認される。
●35㎞競歩の世界記録（CR32）
　2023年１月１日以降に、男子は2:22:00、女子は2:38:00を
上回る記録が公認される。
●フィールド競技の試技の判定（CR19.4）
　試技の有効性を示す際、旗の使用は必須ではなくなり、デ
ジタルサイン等の方法でも認められる。
●記録の有効性（TR11）
　屋外で達成された場合のみに認められていた記録が、他の
全ての規則を遵守していれば、室内施設で達成された場合に
も認められる事に決定。これにより室内400mトラックの記
録もアウトドアリストに認められる。
●レーン侵害（TR17）
　カーブでラインを踏んだ事により失格になるケースが多発
しており、その取扱いについて、議論が長く続いていた。新
たな規則の文言が継続協議されているが、今回の改正により、
その種目の全てのラウンドの中で、１回目のレーン侵害は違
反とならない。
＊参照：�https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/

book-of-rules（Book�C-C1.1,�C2.1)

４．WA規定の改定
● 2019世界陸上競技選手権ドーハ大会の50㎞競歩の覇者に

は、2022世界陸上競技選手権オレゴン大会の35㎞競歩へ
のワイルドカードでの参加資格が付与される。

● アウトドアのトラック大会のシリーズ化（WA Continental 
Tour）は既に定着しているが、この構想を更に広げ、以下
の通り、新たなシリーズを作り、その規定を設ける事が承
認された。 大会のレベルによって、Gold, Silver,　Bronze
というカテゴリーに分けられる。

　①�競歩：�WA Race Walking Tour （新規定は12月1日よ
り有効）

　②�混成：�WA Combined Events Tour（新規定は10月1
日より有効）

　③�クロスカントリー：�WA Cross Country Tour（新規定
は9月1日より有効）

＊参照：�https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/
book-of-rules（Book�C-C1.7,�C1.8,�C1.9)

５．その他
● コングレス（総会）は11月16日～ 18日にオンラインで実施。

主要協議事項はWA World Plan（2022年～ 2030年）になる。
● 2021年６月にセーフガーディング・ワーキンググループが

設立され、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）が承認された。この指針では、各国連盟が
独自の方針の下で対処する事が勧められていると同時に、
各国連盟が支援を必要とした場合のスターターパックも盛
り込まれており、活用が期待される。

● コンプライアンスに関するeラーニングコースを９月から
導入予定。

● キッズアスレティックスは8月～ 9月にかけてテストトラ
イアルを実施し、プログラムの正式始動と普及を目指す。

● シューズに関するワーキンググループは継続して作業が必
要と認められ、任期を2021年12月31日まで延長とする。

第225回ワールドアスレティックス（WA）
カウンシル会議報告

名誉会長　横川　浩
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“日清食品カップ” 
第37回全国小学生陸上競技交流大会

▼期日：2021年９月18日（土）・19日（日）の２日間
▼会場：�神奈川県横浜市・日産スタジアム 
　〒 222-0036 横浜市港北区小机町 3300  
　TEL 045-477-5000
▼�アクセス：JR東海道新幹線・JR横浜線 新横浜駅から

徒歩14分　
　横浜市営地下鉄 新横浜駅から徒歩12分　
　JR横浜線 小机駅から徒歩7分
▼競技種目：
　５年生100m 男/女 
　６年生100m 男/女 
　コンバインドＡ：80mハードル・走高跳 男/女　
　コンバインドＢ：走幅跳・ジャベリックボール投 男/女
　男女混合４×100mリレー ＊中止
▼大会ページ：
　https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1569/

東京マラソン2021

▼期日：2021年10月17日（日）
９時05分  車いすマラソン・車いす10km（10.7km） 

スタート
９時10分～  マラソン・10km（10.7km） ウェーブスタート
11時10分  10km（10.7km） 競技終了
16時10分 マラソン競技終了

▼コース：
1） マラソン：東京都庁～水道橋～上野広小路～神田～

日本橋～浅草雷門～両国～門前仲町～銀座～田町～
日比谷～東京駅前・行幸通り（日本陸上競技連盟・
ワールドアスレティックス／ AIMS公認コース）

2） 10km（10.7km）：東京都庁～飯田橋～神田～日本橋（記
録は公認されない・順位はネットタイムによる）

※10km種目は、10.7kmの距離で実施する。
▼競技種目：
1）マラソン（男子・女子、車いす男子・女子）
2） 10km（10.7km）（ジュニア＆ユース・視覚障害者・

知的障害者・移植者・車いすの各男子・女子）
※10km種目は、10.7kmの距離で実施する。　
▼問合せ先：各事務局にご連絡ください。
　https://www.marathon.tokyo/contact/
▼大会ページ：
　https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1618/

大会観戦ガイド

写真：フォート・キシモト
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◇◆中学生アスリート延べ67,994人のベストのポイントと記録を掲載
　　「第67回全日本中学校通信陸上競技大会」全国ランキングが確定!!◆◇
　本連盟が全国の中学生アスリートを対象に、新しい競技会の形と
してリモート形式で実施した「第67回全日本中学校通信陸上競技
大会」の指定大会がすべての都道府県で終了し、ランキングが確定
しましたので、お知らせいたします。
　昨年より「リモート陸上」と称し、「2021全国高等学校リモート
陸上競技大会」と合わせて、本連盟のHP上に中学生アスリートの
記録を世界陸連が定めるワールドランキングと同様の方式でポイン
ト化してランキング形式で掲載することで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。本年は、延
べ67,994人のベストポイント及び記録を掲載いたしました。

▼詳細はこちら	 ▼特設サイトはこちら
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/15480/	 　https://www.jaaf.or.jp/remote/
	 　juniorhighschool/

◇◆ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ第1期加盟大会・ポイント対象大会の決定◆◇
　ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ（以下、JMCシリーズ）の第1期の加盟大会・ポイント対象大会が決定しましたので
お知らせいたします。
　JMCシリーズは、全国各地の公認マラソン大会も加盟できる仕組みから各大会、日本のマラソン全体の活性化につなげるとともに、
一定期間内の獲得ポイントで決定した総合成績から、日本選手権タイトルや日本代表選考を行う新たな仕組みとして今年度から創設さ
れました。
　第1期グレード1の競技会については、「オレゴン2022世界陸上競技選手権大会」および「杭州2022アジア競技大会」の日本代表
選手選考競技会として開催されます。

▼詳細はこちら
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/15490/
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