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　https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/

・【オレゴン世界選手権】エントリースタンダード
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たしました。

　WAカウンシル会議報告
　�　第227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2022年3月9
日～10日にオンライン形式で開催され、カウンシルメンバーとして出席いたしました。

　施設用器具委員会報告（2021-3）

■大会観戦ガイド
　「 第106回日本陸上競技選手権大会・混成競技　第38回U20日本陸上競技選手権

大会・混成競技 兼 オレゴン2022 世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技
会 兼 カリ2022 U20世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会」

　「 第106回日本陸上競技選手権大会 兼 オレゴン2022世界陸上競技選手権大会 日本
代表選手選考競技会 第38回 U20 日本陸上競技選手権大会 兼 カリ2022 U20 世
界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会」

　「ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022」

■事務局からのお知せ
　�【強化委員会】2022年度日本陸上競技連盟 強化方針説明会 レポート
　�【ホクレンDC】「この記録は、強さの証明。」ホクレン・ディスタンスチャレンジ

2022 キービジュアル公開！
　�【日本選手権】第2弾キービジュアル公開！「その日、決まる。その日、始まる。」 

～王者誕生の瞬間。そして世界への挑戦が始まる瞬間を見逃すな！～

日本陸上競技連盟からのお知らせ
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2022年度 主要競技会日程
※1 国内区分
　・JCH：日本選手権　・GP：日本グランプリシリーズ　・JMC：ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ　・DC：ホクレン・ディスタンスチャレンジ　・代表：日本代表派遣競技会
※2 国際区分
　・WA：World Athletics　・AAA：Asian Athletics Association　・FISU：International University Sports Federation　・OCA：Olympic Council of Asia　・WAS：World Athletics Series
　・CT：World Athletics Continental Tour　・Label：World Athletics Label Road Races　・OW～Eなどのアルファベットは、WA競技会カテゴリーを示す。 2022年4月19日現在

日程 区分 国内区分※1 国際区分※2 競技会名 開催地 開催場所

4
月

9日（土） 後援 GP E 第30回金栗記念選抜陸上中長距離大会2022 熊本 えがお健康スタジアム
15日（金）～17日（日） 2022日本学生陸上競技個人選手権大会 神奈川 レモンガススタジアム平塚
17日（日） 主催 JCH 第106回日本陸上競技選手権大会・35km競歩 石川 輪島
17日（日） 主催 第24回長野マラソン 長野 長野
23日（土）～24日（日） 後援 GP E 吉岡隆徳記念第76回出雲陸上競技大会 島根 島根県立浜山公園陸上競技場
23日（土）～24日（日） 後援 GP WA CT Challenger D 第70回兵庫リレーカーニバル 兵庫 神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場
24日（日） 後援 WA Label Elite 第11回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜 岐阜
29日（金・祝） 後援 GP WA CT Bronze C 第56回織田幹雄記念国際陸上競技大会 広島 広島広域公園陸上競技場
30日（土）～5月1日（日） 後援 GP WA CT Bronze C 第9回木南道孝記念陸上競技大会 大阪 ヤンマースタジアム長居

5
月

3日（火・祝） 後援 GP WA CT Bronze C 第37回静岡国際陸上競技大会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアム
4日（水・祝） 後援 GP E 第33回ゴールデンゲームズinのべおか 宮崎 延岡市西階陸上競技場
5日（木・祝） 後援 GP E 2022水戸招待陸上 茨城 ケーズデンキスタジアム水戸
7日（土） 主催 JCH B 第106回日本陸上競技選手権大会・10000m 東京 国立競技場
8日（日） 主催 WA CT Gold A セイコーゴールデングランプリ陸上2022東京 東京 国立競技場
8日（日） 後援 仙台国際ハーフマラソン大会2022 宮城 仙台
調整中 主催 第68回全日本中学校通信陸上競技大会 全国各地

6
月

4日（土）～5日（日） 主催 JCH B 第106回日本陸上競技選手権大会・混成競技 秋田 秋田県営陸上競技場
4日（土）～5日（日） 主催 JCH 第38回U20日本陸上競技選手権大会・混成競技 秋田 秋田県営陸上競技場
9日（木）～12日（日） 主催 JCH B 第106回日本陸上競技選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム長居
9日（木）～12日（日） 主催 JCH 第38回U20日本陸上競技選手権大会 大阪 ヤンマースタジアム長居
22日（水） 主催 DC ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 北海道 深川市陸上競技場
26日（日） 後援 GP E 布勢スプリント2022 鳥取 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
30日（木）～5日（火） 国際 代表 FISU C FISUワールドユニバーシティゲームズ 中国 成都

7
月

2日（土） 主催 DC ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022士別大会 北海道 士別市陸上競技場
3日（日） 後援 2022函館マラソン 北海道 函館
6日（水） 主催 DC ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022深川大会 北海道 深川市陸上競技場
9日（土） 主催 DC ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022北見大会 北海道 北見市東陵公園陸上競技場
10日（日） 後援 GP E 第35回南部忠平記念陸上競技大会 北海道 札幌市厚別公園競技場
13日（水） 主催 DC ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022網走大会 北海道 網走市営陸上競技場
15日（金）～24日（日） 国際 代表 WA WAS OW 第18回世界陸上競技選手権大会 アメリカ オレゴン
16日（土） 主催 DC ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022千歳大会 北海道 千歳市青葉陸上競技場

8
月

1日（月）～3日（水） 主催 第57回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 東京 駒沢オリンピック公園陸上競技場
1日（月）～6日（土） 国際 代表 WA WAS C 第19回U20世界陸上競技選手権大会 コロンビア カリ
3日（水）～7日（日） 主催 第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 徳島 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
6日（土） 後援 第62回実業団・学生対抗陸上競技大会 神奈川 レモンガススタジアム平塚
7日（日） 後援 第45回蔵王坊平クロスカントリー大会 山形 蔵王坊平アスリートトヴィレッジ
18日（木）～21日（日） 主催 第49回全日本中学校陸上競技選手権大会 福島 とうほう・みんなのスタジアム
20日（土） 主催 “日清食品カップ”第38回全国小学生陸上競技交流大会 神奈川 日産スタジアム
20日（土）～21日（日） 主催 第57回全国高等専門学校体育大会陸上競技 愛媛 愛媛県総合運動公園陸上競技場
23日（火）～29日（月） 国際 代表 日韓中ジュニア交流競技会 中国
28日（日） 後援 北海道マラソン2022 北海道 札幌

9
月

9日（金）～11日（日） 第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 京都 たけびしスタジアム京都
10日（土）～25日（日） 国際 代表 OCA A 第19回アジア競技大会 中国 杭州
23日（金）～25日（日） （後援） 第43回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 福井 福井県福井運動公園陸上競技場
23日（金）～25日（日） 後援 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

10
月

1日（土）～2日（日） 主催 JCH 第106回日本陸上競技選手権大会・リレー競技 東京 国立競技場
2日（日） （後援） GP WA CT Bronze C Athletics Challenge Cup 2022 新潟 デンカビッグスワンスタジアム
6日（木）～10日（月・祝） 主催 第77回国民体育大会 栃木 カンセキスタジアムとちぎ
10日（月・祝） 第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走 島根 出雲
16日（日） 主催 東京レガシーハーフマラソン 東京 国立競技場及び周辺（予定）
16日（日） （後援） GP E 第19回田島直人記念陸上競技大会 山口 維新百年記念公園陸上競技場
21日（金）～23日（日） 主催 第16回U18／第53回U16 陸上競技大会 愛媛 愛媛県総合運動公園陸上競技場
23日（日） （後援） 第60回全日本35km競歩高畠大会 山形 高畠
30日（日） 第40回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 宮城 仙台

11
月

6日（日） 第54回全日本大学駅伝対校選手権大会 愛知・三重 愛知・三重
13日（日） （後援） 第37回東日本女子駅伝 福島 福島
13日（日） 国際 代表 WA WAS 第25回世界ハーフマラソン選手権大会 中国 揚州
20日（日） （後援） WA Label Elite 第10回神戸マラソン 兵庫 神戸
27日（日） （後援） 第42回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会（クイーンズ駅伝） 宮城 仙台

12
月

4日（日） 主催 （JMC） （WA）（Label）（Elite） 福岡国際マラソン選手権大会2022 福岡 福岡
4日（日） （後援） （JMC） WA Label Elite 第53回防府読売マラソン 山口 防府
11日（日） （後援） 2022長崎陸協競歩大会 長崎 長崎県立総合運動公園陸上競技場
18日（日） 主催 第30回全国中学駅伝大会 滋賀 希望が丘
18日（日） （後援） 第41回山陽女子ロードレース大会 岡山 岡山
25日（日） 主催 男子第73回・女子第34回全国高等学校駅伝競走大会 京都 京都
30日（金） 2022全日本大学女子選抜駅伝競走（富士山女子駅伝） 静岡 富士
調整中 国際 代表 OCA 第3回アジアユースゲームズ 中国 汕頭

1
月

1日（日・祝） （後援） 第71回元旦競歩大会 東京 東京
1日（日・祝） （後援） 第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝） 群馬 前橋
15日（日） 主催 皇后盃 第41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 京都 京都
22日（日） 主催 天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 広島 広島
29日（日） 主催 （JMC） WA Label （Elite） 第42回大阪国際女子マラソン大会 大阪 大阪
29日（日） （後援） 2023大阪ハーフマラソン 大阪 大阪

2
月

4日（土）～5日（日） 主催 JCH D 第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 大阪 大阪城ホール
4日（土）～5日（日） 主催 2023日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール
5日（日） 主催 第8回全国中学生クロスカントリー選手権大会 滋賀 希望が丘
5日（日） （後援） 第34回全日本びわ湖クロスカントリー大会 滋賀 希望が丘
5日（日） （後援） WA Label （Elite） 第75回香川丸亀国際ハーフマラソン 香川 丸亀
5日（日） （後援） （JMC） 第71回別府大分毎日マラソン大会 大分 大分
12日（日） （後援） 第51回全日本実業団ハーフマラソン大会 山口 山口
18日（土） 国際 代表 WA WAS 第44回世界クロスカントリー選手権大会 オーストラリア バサースト
19日（日） 主催 JCH 第106回日本陸上競技選手権大会・20km競歩 兵庫 神戸
19日（日） （後援） 京都マラソン2023 京都 京都
19日（日） （後援） 第56回青梅マラソン 東京 東京
26日（日）（予定） （JMC） WA Label （Elite） 大阪マラソン2023（仮称） 大阪 大阪
調整中 主催 JCH 第106回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 福岡 海の中道海浜公園
調整中 主催 JCH 第38回U20日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 福岡 海の中道海浜公園
調整中 国際 代表 A 第10回アジア室内陸上競技選手権大会 カザフスタン ヌルスルタン
調整中 （後援） 熊本城マラソン2023 熊本 熊本

3
月

12日（日） 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 東京 東京
12日（日） 主催 （JMC） WA Label （Platinum） 名古屋ウィメンズマラソン2023 愛知 名古屋
17日（金）～19日（日） 国際 代表 WA WAS GW 第19回世界室内陸上競技選手権大会 中国 南京
19日（日） 主催 第47回全日本競歩能美大会 石川 能美
19日（日） 第17回日本学生20km競歩選手権大会 石川 能美
19日（日） 第26回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 島根 松江
19日（日） 国際 代表 AAA 2023アジア陸上競技選手権・20km競歩 石川 能美
調整中 共催 （JMC） WA Label （Platinum） 東京マラソン2023 東京 東京

未定 2023年に延期 国際 代表 AAA U20アジア陸上競技選手権大会 韓国 醴泉
（　）は申請中または2021年度実績

2023
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第74回理事会
日時：2022年3月14日（月）14時01分～ 18時16分
場所：JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階　日本陸上競技連盟会議室
開催方法：WEB会議システムを用いて開催
【議事内容】
　理事総数30名中出席者29名にて、理事会の成立を鈴木事務局長が報告。尾縣会長
が挨拶し、引き続き、議事進行に入る。

〈協議事項〉
１．第12期事業計画・収支予算
　風間専務理事より事業計画が、室城財務委員長より収支予算が、資料に基づき説明
があり、原案通り承認された。

〔第12期事業計画〕
　第12期事業計画においての重点事項は下記の通り。

（1）新体制によるパリ2024オリンピックに向けた強化策
❖ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が終了し、新体制によるパリ

2024オリンピックに向けた強化策を実施する。
［パリ2024オリンピックに向けた方針］
・メダル、入賞を一つでも多く
・舞台に立つ者（出場者）を一人でも多く
❖オレゴン2022世界陸上競技選手権大会での複数種目でのメダル獲得を目指す。
❖ 時代にあったトップアスリートの強化策を検討しつつ、明日を担うジュニア世代の

育成を図る。
（2）指導者養成指針に基づいた指導者養成及び指導者資格制度の整備
　本連盟内外の各団体、指導者への「指導者養成指針」の周知を継続するとともに「全
ての指導者にコーチ資格取得を」の実現に向けて、指針のもと、指導者資格制度を整
備し、各団体や指導者と相互理解を図りながら指導者養成に取り組む。

（3）アスレティックファミリーの拡大
　第11期よりアスレティックファミリーの拡大のためのサービス基盤システムの構築
に着手し、並行して、登録会員制度検討プロジェクトを立ち上げ、登録会員制度その
ものについて検討を行っている。検討してきた登録会員制度に合わせた新しい登録会
員システムにおいて、登録の受付、大会エントリー、記録サービスをスタート出来る
よう調整・開発を行う。ポスト東京2020を迎えスポーツの社会に対する価値が問わ
れている今、「JAAF VISION 2017」を具現化するための、新たなステージへの挑戦
を定めた中長期計画「JAAF REFORM」に基づき、多くの人に感動体験を提供する。

（4）国際的な役割
　オリンピック主催国として、国際社会からの日本への期待値は高く、日本の役割は
一層重視されている。ワールドアスレティックス（WA）及びアジア陸上競技連盟

（AAA）の加盟団体として、オリンピックレガシーを継承し、グローバル社会におけ
る陸上界の発展・普及に果たすべき役割を担う。

（5）ガバナンスの強化
　長く続くコロナ禍で本連盟の経営基盤は揺らぎ、一部の事業においては活動規模の
縮小もしくは機能を停止させている状況にあり、経費削減に努めるとともに、収益構
造を再構築する。国民・社会に対しても適切な説明責任を果たしていくことが求めら
れるNFとして、適正な組織運営を確保し、組織の多様性に配慮するとともに、その
バランスや円滑な業務の継承についても配慮したガバナンス強化に努める。

〔第12期収支予算〕
　経常収益15億2,308万円、経常費用16億6,903万円、当期経常増減額は△1億4,594
万円となる。

（1）経常収益
①基本財産運用収益は719万円。基本財産12億円に対する利息収入。
② 登録料受入収益は2億5,196万円。登録会員からの登録料収入は、一般と大学生が各

1,000円、高校と中学生が各500円。
③加盟金受入収益は470万円。1加盟団体から10万円の加盟金を納めて頂いている。
④受取寄付金はなし。
⑤ 受取委託金・助成金は、1億9,029万円。日本オリンピック委員会、日本スポーツ振

興センターからの委託金・補助金・助成金収入。
⑥ 事業収益は10億3,885万円。オフィシャルスポンサー料と競技会での協賛金、参加料、

入場料収益、放送権料等が主な収入。
⑦その他事業収益は3,006万円。器具検定料、競技場公認料、後援名義使用料等の収入。

（2）経常費用
① 事業費は15億4,694円。競技会予算、委員会予算、マーケティング予算、広報予算、

加盟団体等への地域活性化助成金、イベント等に関する費用。
②管理費の事務局運営費等は1億2,209万円
２．2022年度主要競技会日程
　鈴木事務局長より資料に基づき説明があり、2022年度主要競技会日程が承認された。

（本連盟WEBサイトhttps://www.jaaf.or.jp/files/upload/202109/2022calendar.pdf
参照）
3． オレゴン2022世界陸上競技選手権大会 

トラック＆フィールド種目日本代表選手選考要項の改定
4． ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 

 トラック＆フィールド・競歩種目日本代表選手選考における編成方針および内定条件
　山崎強化委員長より資料に基づき、「オレゴン2022世界陸上競技選手権大会トラッ
ク＆フィールド種目日本代表選手選考要項の改定」及び「ブダペスト2023世界陸上
競技選手権大会トラック＆フィールド・競歩種目日本代表選手選考における編成方針
および内定条件」について説明があり、承認された。（本連盟WEBサイトhttps://

www.jaaf.or.jp/files/upload/202112/16_191504.pdf 及び https://www.jaaf.or.jp/files/ 
upload/202203/18_153001.pdf参照）
5．2022年度－2024年度強化競技者規程の制定
　山崎強化委員長より資料に基づき説明があり、2022年度から2024年度までの強化
競技者規程が、原案通り承認された。
6．オレゴン2022世界陸上競技選手権大会選手報奨金
7．杭州2022アジア競技大会選手報奨金
　風間専務理事より資料に基づき説明があり、下記の通り、「オレゴン2022世界陸上
競技選手権大会選手報奨金」及び「杭州2022アジア競技大会選手報奨金」が、原案
通り承認された。

〔オレゴン2022世界陸上競技選手権大会選手報奨金〕
　1位：300万円、2位：200万円、3位：100万円、4位：80万円、
　5位：70万円、6位：60万円、7位：50万円、8位：40万円
〇 リレー種目の報奨金は、予選と決勝に出場した全選手を対象として、上記の半額を

支給する。
〇ドーピング違反等で順位剥奪となった場合、報奨金の全額返納とする。
〇 オレゴン2022世界陸上競技選手権大会終了日より10年間の間で順位の変動があっ

た場合、差額を支給する。
〔杭州2022アジア競技大会選手報奨金〕
　1位：100万円
〇 リレー種目の報奨金は、予選と決勝に出場した全選手を対象として、上記の半額を

支給する。
〇 杭州2022アジア競技大会終了日より10年間の間で順位の変動があった場合、その

期間を支給対象とする。
8．公認競技会規程の改定
9．公認記録規程の改定
　鈴木競技運営委員長より資料に基づき説明があり、両規程の記録提出に関する条文

（公認競技会規程は第10条、公認記録規程は第3条⑤）の改定が、原案通り承認された。
10．公認記録の特例措置
　風間専務理事より資料に基づき説明があり、下記の「公認記録の特例措置」が承認
された。
◆特例措置の概要
　新型コロナウイルス感染症の終息が見えていない中で、自治体等が所有する競技場
の公認継続に必要な改修費が確保できない状況が、多くの地域で発生している。陸上
競技場を改修できないことで公認を得られないために、「公認競技会を開催できない」

「公認記録とならない」等から、選手の活動及び活躍する場所が失われることになる。
この状況を打開するために、2022年4月1日から2024年3月31日までの期間は、公認
期限切れの陸上競技場で出された記録であっても、公認記録として扱うこととする。
尚、長距離競走路は、本件の対象とはならない。
◆特例措置の対象となる陸上競技場
・公認陸上競技場
・検定延期中の陸上競技場
◆特例措置の条件
・ 競技場の公認申請に必要な、具体的な改修計画が示せること。且つ、2024年3月31

日までに公認取得が完了すること。
・競技会を開催する施設として、参加者が安全に競技できること。
・延期期間を超えた場合は、「新設」の検定になる。
11．登録会員規程の改定
　風間専務理事より資料に基づき説明があり、「登録会員規程の改定」が、原案通り
承認された。なお2022年度の登録受付の締切日は2023年1月10日に設定する。
※改定箇所は　　　　　部分。

（登録の期間）
第６条　
2　前項に関わらず、当該年度の登録申請は毎年度毎に本連盟が定める期日までとする。
12．競技用靴に関する規程の改定
　鈴木競技運営委員長より資料に基づき説明があり、「競技用靴に関する規程の改定」
が原案通り、承認された。
13．2021年度栄章
　風間専務理事より資料に基づき説明があり、原案通り承認された。
　功労章3名、秩父宮章35名、高校優秀指導者章47名、中学優秀指導者章47名、高
校優秀選手章47名、中学優秀選手章47名、日本記録章29名、室内日本記録章延べ6名、
U20日本記録章延べ8名、U20室内日本記録章2名、U18日本記録章9名。
14．栄章規程の改定
　風間専務理事より資料に基づき説明があり、高校優秀指導者章、中学優秀指導者章
の授与方法、及び新人賞の本連盟選出において受章当年の12月31日現在、20歳未満
とする栄章規程の改定が、原案通り承認された。
15．評議員会の開催
　風間専務理事より資料に基づき説明があり、2022年6月28日（火）を期日とする定
時評議員会の開催が原案通り承認された。
　また、報告事項として、「中長期推進事業／地域活動サポートプロジェクト（仮称）・
JAAF陸上×SDGsプロジェクト（仮称）」、「2022年度日本陸上競技連盟競技規則の
修改正」、「2022年度S級公認審判員昇格者」、「陸上競技場・長距離走（歩）路の公認
料改定に関わる協議の見送り」及び「代表理事、業務執行理事の職務執行状況」を議
題として取り扱った。

理事会報告
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　第227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2022年3月9日～10日にオンライン形式で開催され、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
　組織的なドーピング違反で2015年11月から資格停止処分
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。ロシアのウクライナに対す
る軍事侵攻が、ロシアのスポーツ界に影を落としている事は
明白であるが、ロシア陸連の資格回復に向けた改善策の推進
を中断すれば、当初のドーピング文化が蔓延る体制に後戻り
する事が懸念点として挙げられた。そこで、今後もロシア陸
連の復帰に向けたプロセスは継続し、進捗状況と達成度を確
認した上で、7月のカウンシル会議で再度協議する事とした。
よって、ロシア選手のANA（中立選手）申請手続きも継続
される。しかしながら、今回のロシアとそれに協力するベラ
ルーシの軍事侵攻により、以下の制裁措置がロシア陸連とベ
ラルーシ陸連に当面の間、適用される事になり、両国の選手
（ANA選手含む）、関係者は世界陸上競技選手権オレゴン大
会を含む、世界陸連が主催する大会（WASイベント）には
参加出来ない。
①�WASイベント、欧州競技会も含めた、国際競技会への参
加を認めない。
②国際競技会、欧州競技会の開催を認めない。
③総会での代表権、投票権を認めない。
④�WA公式事業（普及育成プログラム等）への両国陸連関係
者の参加を認めない。
　なお、次回のカウンシル会議で、ロシア陸連資格復帰後の
要件が俎上にあげられるが、これは復帰を約束したものでは
ない。
2．コンペティション
●�2024年世界室内陸上競技選手権大会（英国・グラスゴー）
の日程は2024年3月1日～ 3日。
●�2024年U20世界陸上競技選手権大会（ペルー・リマ）の
日程は2024年8月20日～ 25日。
●�第1回世界ロードランニング選手権大会は2023年9月30日
～ 10月1日にラトビア・リーガで開催されるが、同大会で
は、ハーフマラソン、5㎞レースに加え、ロードのマイル
レースが実施される事になる。ひとつの大会で3種目の選
手権が行われる事になり、各々の上位8位（ハーフマラソ
ンは12位）まで賞金が出る。クォータの人数は男女合わせ
て、ハーフマラソンが100名、5㎞が40名、マイルが24名
となるが、クォータ外も受け入れる予定。
●�U20世界陸上競技選手権大会に関する規定が変更になり、
主催者が希望する場合には、選手権部門に加えて、一般レ
ースも実施する事が出来る。その場合、メインの競技場以
外での開催も可能となる。
●�WASイベント規定が改定され、WA主催大会で実施され
る4×400m混合リレーの走順は、男子→女子→男子→女子
とする。走順配置による作戦よりも、選手のパフォーマン
スをより良い形で見せる事を目的としている。
●�世界陸上競技選手権ブダペスト大会及びパリオリンピック

の参加資格に関する協議が行われたが、参加標準記録とワ
ールドランキングによる参加資格取得の比率も含め、詳細
を継続審議とした。
３．WA国際審判制度
●�現在のITOパネル�(International�Technical�Officials)を見
直し、来年から、名称もWorld�Refereesに変更して新た
な制度を導入する。現行制度では、ITOの男女構成比や所
属エリアに片寄りがあった。コンチネンタルツアー、室内・
混成・競歩・クロスカントリーツアー大会、来年より新た
に導入されるワールドランキングコンペティション等、
WA規則を遵守すべき大会の範囲が広まっており、高い審
判技術を有する審判員がより多く必要になっている事か
ら、人数制限を設けず、WA�Refereeとして登録出来るシ
ステムを構築したいと考えている。
●新たなシステムでは４つの階層に分けられる。
①�National�Referee（TOECSレベル1レベル）：従来の
TOECS�レベル１の対面プログラムに代わるオンラインプ
ログラムを受講し、各国陸上競技連盟の国内大会で活動。
（ワールドランキングコンペティション・日本選手権の審
判長、主任は除く）
②�WA�Badge�Referee（従来なかったTOECSレベル1.5レ
ベル）：TOECSレベル１と2の間に値し、ナショナルレベ
ルやエリアレベルで活動。オンライン学習を実施し、試験
は秋頃に日本語でも実施予定。19歳以上で、国内審判とし
て3年以上の経験が必要。女性比率30％以上を目ざす（将
来的には必須要件）。国内のワールドランキングコンペテ
ィションの審判長や主任を務める事が出来、一部の国際大
会（トップレベルのダイアモンドリーグ、コンチネンタルツ
アーゴールド大会は除く）に委嘱される。申請費用が必要。
③�WA�Diploma�Referee（TOECSレベル２＆３レベル）従
来のエリアITOと一部のWA�ITOパネルに値する。
Badge�Refereeの4年以上の経験が必要で、オンライン試
験は英語で実施、任期は4年。
④�WA�Top�List（現在のWA�ITOパネルメンバーのレベル）
WA�Diploma�Refereeの2年以上の経験が必要。試験は実
施せず、知識、経験から評価し、任期は設けない。
●�競歩審判、写真判定審判、スターターについても同様の枠
組みで制度化する。
4．その他
●�選手を含む全ての陸上関係者の人権を守るために、各国陸
上競技連盟がセーフガーディングポリシーを策定する事が
目標となっており、WAガイダンスとテンプレートの作成
が最終段階にある。
●�キッズアスレティックスプログラムの全教材が4月末頃に
完成予定。5月7日のキッズアスレティックスデーにこの
プログラムをキックオフし、2022年中に70陸連での実施
を目指す。
●�ヨーロッパ陸連の反ドーピングプログラム“I�Run�Clean”
を支持し、協同を推進する。
●�ウクライナ陸連に対する支援をIAF�(International�Athletics�
Foundation)と協力して行う。

第227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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◆2021年度に公認した競技場及び長距離競走路
� （2021.12.16〜2022.03.30）

10030�八戸市東（運）（陸）� 八戸市湊高台8の1の1
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2021.10.10〜2026.10.09
10031�歌垣の郷（10km）� 白石中央公園多目的広場（グ）東側道路
� 〜　〃　南側道路
� コード番号（417110）　▽10km・5km　自転車計測　往復
� 新設� 2022.01.01〜2026.12.31
10032�伊那市（陸）� 伊那市西町5810
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2021.01.01〜2025.12.31
10033�浜松シティ（ハ）� 浜松市役所〜四ツ池公園（陸）
� ▽21.0975km　自転車計測　往復　継続� 2022.01.15〜2027.01.14
10034�名古屋ウイメンズ（マ）� ナゴヤドーム南交差点〜ナゴヤドーム内
� ◆42km195　21km0975　自転車計測　循環　継続
� 2021.09.01〜2026.08.31
10035�世界遺産姫路城（マ）� 大手前通り大手前公園〜姫路城三の丸広場
� コード番号（287410）　◆42km195　自転車計測　循環� 新設
� 2022.02.01〜2027.01.31
10036�唐津（10哩）� 唐津市（陸）
� ◆10哩・10km・5km　自転車計測　往復　継続
� 2022.02.01〜2027.01.31
10037�角田市（陸）� 角田市枝野字青木155の7
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2021.12.01〜2026.11.30
10038�淀川右岸・西中島（マ）� 淀川河川公園・西中島地区野球場前
� コード番号（277240）　▽42km195･30km・25km�
� 21km0975・15km・10km　自転車計測　循環　新設
� 2022.02.01〜2027.01.31
10039�名桜大学多目的（グ）� 名護市為又1220の1
� コード番号（474049）　第4種L-人芝-　400ｍ　全天候　継続
� 2022.02.22〜2027.02.21
10040�富岡市北部（運）（陸）� 富岡市上黒岩1337の1
� コード番号（104029）　第4種L　400ｍ　全天候　継続
� 2022.03.23〜2027.03.22
10041�姫路市立（陸）� 姫路市中地377の1
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.31〜2027.03.30
10042�神崎山公園（競）� 岡山市東区神崎町744
� コード番号（333100）　第3種　400ｍ　全天候　新設
� 2022.04.01〜2027.03.31
10043�米子市営東山� 米子市東山町97の1
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.28〜2027.04.27
10044�東京レガシー（ハ）� 国立（競）
� コード番号（137680）　◆21.0975km　自転車計測　往復
� 新設� 2022.05.01〜2027.04.30
10045�雲仙小浜（マ）� 小浜産業（株）セルフおばまSS側〜�
� 雲仙市小浜体育館前
� ▽42km195･21.0975km・10km・5km　自転車計測　往復　
� 継続� 2021.11.16〜2026.11.15
10046�豊田市（運）（陸）� 豊田市高町東山4の97
� コード番号（223180）　第3種（降格）　400ｍ　全天候　継続
� 2022.04.01〜2027.03.31
10047�代々木公園（陸）� 渋谷区神南2の3
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2021.04.07〜2026.04.06
10048�味の素スタジアム西（競）� 調布市西町290の11
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.01〜2027.02.28
10049�万博記念（競）� 吹田市千里万博公園5の2
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.10〜2027.03.09
10050�藤枝総合（運）（陸）� 藤枝市原100

� 第4種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.05〜2027.03.04
10051�高松市屋島（競）� 高松市屋島中町374の1
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.31〜2027.03.30
10052�豊川市（陸）� 豊川市諏訪1の80
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10053�ひたちなか市（陸）� ひたちなか市新光町49
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10054�維新百年記念公園補助（陸）� 山口市維新公園4の1の1
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.01〜2027.02.28
10055�丸山公園（陸）� 宇和島市和霊町555の1
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.15〜2027.03.14
10056�福岡大学（陸）� 福岡市城南区七隈7の45の1
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10057�島根県立隠岐高等学校屋外運動場� 隠岐郡隠岐の島町有木字尼寺原1
� コード番号（324029）　第4種L　400ｍ　土質　一部全天候
� 継続� 2021.10.10〜2026.10.09
10058�鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム� 鳴門市撫養町立岩字四枚61
� 第1種　400ｍ　全天候　継続� 2021.05.01〜2026.04.30
10059�ちくせい（10km）� 下館総合体育館サッカー場〜下館総合体育館駐車場
� コード番号（087210）　▽10km・5km　自転車計測　往復
� 新設� 2022.04.30〜2027.04.29
10060�龍ケ崎市（陸）� 龍ヶ崎市中里2の1の7
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.05〜2027.03.04
10061�正田醤油スタジアム群馬� 前橋市敷島町66
� 第1種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.15〜2027.03.14
10062�国府台公園（陸）� 市川市国府台1の6の4
� コード番号（124089）　第4種L（人芝）　400ｍ　全天候　継続
� 2022.04.01〜2027.03.31
10063�板橋チャレンジ（マ）� 荒川戸田橋（陸）前
� コード番号（137690）　▽42km195　21km0975　自転車計測
� 循環　新設� 2022.03.15〜2027.03.14
10064�都留市総合（運）やまびこ（競）� 都留市上谷細工橋2111
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.29〜2027.04.28
10065�三重交通Gスポーツの杜伊勢（陸）� 伊勢市宇治館町510
� 第1種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10066�京都府立丹波自然（運）（陸）� 船井郡京丹波町曽根崩下代110の7
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.31〜2027.03.30
10067�岡山吉備高原車いすふれあい（ハ）
� 県総合教育センター前〜吉備職業リハビリセンター
� 21.0975km　10km　ワイヤー計測　循環　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10068�北九州市立鞘ケ谷（競）� 北九州市戸畑区西鞘ケ谷町20
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.31〜2027.03.30
10069�峰総合（運）（陸）� 対馬市峰町三根328の11
� コード番号（424019）　第4種L　300ｍ　全天候　継続
� 2022.03.10〜2027.03.09
10070�出水市（陸）� 出水市文化町24
� コード番号（464189）　第4種L　400ｍ　一部全天候　継続
� 2022.03.31〜2027.03.30
10071�国分（運）（陸）� 霧島市国分清水309
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10072�奈良県立橿原公苑（陸）� 橿原市畝傍町52
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10073�山形市あかねケ丘（陸）� 山形市あかねヶ丘2の4の1
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2021.04.28〜2026.04.27
10074�福島市信夫ケ丘（競）� 福島市古川14の1
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2021.09.01〜2026.08.31
10075�小山（運）（陸）� 小山市大字向野187
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2021.03.26〜2026.03.25
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10076�さいたま市駒場（運）（競）� さいたま市浦和区駒場2の1の1
� コード番号（114109）　第4種L（降格）　400ｍ　全天候　継続
� 2022.04.01〜2027.03.31
10077�レモンガススタジアム平塚� 平塚市大原1の1
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.15〜2027.03.14
10078�物産フードサイエンス1969知多スタジアム� 知多市緑町8
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.01〜2027.03.31
10079�小矢部（陸）� 小矢部市平桜字岡山200
� コード番号（183090）　第3種（降格）　400ｍ　全天候　継続
� 2022.04.20〜2027.04.19
10080�輪島（35㎞）（歩）� 輪島ふらっと訪夢前
� コード番号　（197300）　◆35km・30km･20km　15km･10km
� ・5km　自転車計測　周回�新設� 2022.04.01〜2027.03.31
10081�焼津みなと（ハ）� 焼津市新屋〜焼津市城之腰
� ▽21.0975km　自転車計測　循環（一部往復）　継続
� 2022.04.01〜2027.03.31
10082�島根県立浜山公園（陸）� 出雲市大社町北荒木1868の10
� 第1種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.20〜2027.04.19
10083�島根県立浜山公園補助（競）� 出雲市大社町北荒木1868の10
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.20〜2027.04.19
10084�浪商学園（陸）� 泉南郡熊取町朝代台1の1
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.05.18〜2027.05.17
10085�京都府立山城総合（運）（陸）� 宇治市広野町八軒屋谷1
� 第2種（条件付）　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.05〜2027.03.04
10086�観音寺市総合（運）（陸）� 観音寺市池之尻町1071の3
� 第3種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.20〜2027.04.19
10087�延岡市西階（陸）� 延岡市西階町1の3800
� 第2種（条件付）　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.28〜2027.03.27
10088�串間市営（陸）� 串間市大字西方9080の1
� 第3種（条件付）　400ｍ　全天候　継続� 2022.03.25〜2027.03.24
10089�指宿市営（陸）� 指宿市東方12000
� コード番号（464199）　第4種L　400ｍ　全天候　継続
� 2022.04.01〜2027.03.31
10090�高崎市浜川（競）� 高崎市浜川町1486
� 第2種　400ｍ　全天候　継続� 2022.04.30〜2027.04.29
室内98　高松市屋島（競）室内棒高跳場� 高松市屋島中町374の1
� 恒久　室内　棒高跳　継続� 2022.03.31〜2027.03.30

◆検定延期が承認されている競技場及び長距離競走路
� （2022.03.30現在）

［北海道］　9205　洞爺湖湖畔（マ）　42km195
� 2021.05.01〜2022.04.30
［福島］　9412　猪苗代町（運）（陸）　第3種400ｍ
� 2022.11.04〜2023.11.03
［茨城］　9261　守谷（ハ）　21km0975� 2021.10.01〜2022.09.30
［東京］　9308　八王子市上柚木公園（陸）　第2種400ｍ
� 2022.03.01〜2023.02.28
［東京］　9532　中央大学多摩校地運動施設（陸）　第3種400ｍ
� 2022.09.01〜2023.04.30
［山梨］　9267　山梨学院川田「未来の森」（運）（陸）　第4種400ｍ�
� 2021.10.13〜2022.10.12
［長野］　9291　茅野市（運）（陸）　第3種400ｍ
� 2021.12.01〜2022.11.30
［石川］　9232　能美市物見山（陸）　第2種400ｍ
� 2021.10.01〜2022.04.30
［石川］　9268　学校法人稲置学園（総）　第4種400ｍ
� 2021.10.05〜2022.10.04
［石川］　9356　金沢（ハ）　21km0975� 2022.04.01〜2022.09.30
［福井］　9237　越前市東（運）（陸）　第3種400ｍ� 2021.08.01〜2022.07.31
［静岡］　9282　静岡（マ）　42km195� 2021.12.01〜2022.11.30
［愛知］　9269　中京大学梅村（陸）　第3種400ｍ
� 2021.10.01〜2022.06.30
［三重］　9335　メイハンフィールド　第4種400ｍ� 2022.04.01〜2023.03.31

［岐阜］　9257　いびがわ（マ）　42km195� 2021.09.20〜2022.09.19
［京都］　9275　京都産業大学総合（グ）　第4種400ｍ
� 2021.11.01〜2022.10.31
［和歌山］　9252　高野山・龍神温泉ウルトラ（100km）　100km
� 2021.08.25〜2022.08.24
［鳥取］　9409　倉吉市営（陸）　第3種400ｍ
� 2022.06.01〜2023.05.31
［山口］　9373　宇部市恩田（運）（陸）　第4種400ｍ
� 2022.07.01〜2023.06.30
［香川］　9316　香川県立丸亀（競）主（競）　第1種400ｍ
� 2022.03.31〜2022.06.30
［香川］　9317　香川県立丸亀（競）補助（競）　第3種400ｍ
� 2022.03.31〜2022.06.30
［大分］　9424　佐伯市（陸）　第3種400ｍ　2022.01.10〜2022.12.28
［沖縄］　9343　国頭（陸）　第3種400ｍ� 2022.03.12〜2023.03.11

◆公認が廃止となった競技場及び長距離走路
� （2021.12.16〜2022.03.30）

［岩手］9374　北上総合（運）（マ）　42km195� 2022.03.30
［岩手］9676　遠野じんぎすかん（ハ）　21km0975� 2022.02.24
［茨城］9345　ちくせい（10km）　10km� 2022.01.19
［東京］9287　いたばしリバーサイド（ハ）　21km0975� 2021.11.09
［東京］9299　葛飾（ハ）　21km0975� 2021.12.20
［新潟］9290　湯沢町中央公園（陸）　第4種400m� 2021.11.30
［石川］9304　こまつドーム（マ）� 42km195� 2021.12.31
［愛知］9319　白谷海浜公園（陸）　第4種400m� 2022.03.31
［岐阜］9348　関市中池公園（陸）　第3種400m� 2022.03.31
［岐阜］9349　刃物のまち関シテイ（ハ）　21km0975� 2022.03.31
［兵庫］9656　世界遺産姫路城（マ）　42km195� 2022.01.09
［兵庫］9437　六甲アイランド甲南大学周辺（20㎞歩）　20km
� 2022.03.01
［鹿児島］9217　あくねボンタン（ハ）　21km0975� 2021.05.31

◆種別変更のあった競技場
� （2021.12.16〜2022.03.30）

［群馬］10040　富岡市北部（運）（陸）　第4種→第4種L� 移行
［埼玉］10076　さいたま市駒場（運）（陸）　第3種→第4種L� 降格
［千葉］10062　国府台公園（陸）　第4種→第4種L� 移行
［富山］10079　小矢部（陸）　第2種→第3種� 降格
［愛知］10046　豊田市（運）（陸）　第2種→第3種� 降格
［島根］10057　島根県立隠岐高等学校屋外運動場
� 第4種→第4種L　移行
［長崎］10069　峰総合（運）（陸）　第4種→第4種L� 移行
［鹿児島］10070　出水市（陸）　第4種→第4種L� 移行
［鹿児島］10089　指宿市営（陸）　第4種→第4種L� 移行
［沖縄］10039　名桜大学多目的（グ）　第4種→第4種L� 移行

◆名称変更のあった競技場
� （2021.12.16〜2022.03.30）

［山形］9721　黒獅子（ハ）→ながい黒獅子（ハ）
［愛知］9835　岡崎市龍北（総）（陸）→マルヤス岡崎龍北スタジアム

◆新設の競技場及び長距離競走路
� （2021.12.16〜2022.03.30）

［茨城］10059　ちくせい（10km）�▽�10km� 2022.04.30〜
［東京］10044　東京レガシー（ハ）　◆21km0975� 2022.05.01〜
［東京］10063　板橋チャレンジ（マ）　▽�42km195� 2022.03.15〜
［石川］10080　輪島（35km歩）　◆35km� 2022.04.01〜
［兵庫］10035　世界遺産姫路城（マ）　▽�42km195� 2022.02.01〜
［岡山］10042　神崎山公園（競）　◎第3種400m� 2022.04.01〜
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2 0 1Track & Field MAGAZINE

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022
▼�期日・会場：20周年記念大会�～オレゴン2022世界選手権
チャレンジレース～　深川市陸上競技場　6/22（水）
　第1戦�士別大会�士別市陸上競技場　7/2（土）
　第2戦�深川大会�深川市陸上競技場　7/6（水）
　第3戦�北見大会�北見市東陵公園陸上競技場�7/9（土）
　第4戦�網走大会�網走市営陸上競技場�7/13（水）
　第5戦�千歳大会�千歳市青葉陸上競技場�7/16（土）
▼種目：
20周年記念大会
　【男子】800m、1500m、5000m、10000m、3000mSC
　【女子】800m、1500m、5000m、10000m、3000mSC
第1戦 士別大会
　【男子】1500m、3000m、5000m
　【女子】1500m、3000m、5000m
第2戦 深川大会
　【男子】800m、5000m、10000m
　【女子】800m、3000m、�5000m、10000m
第3戦 北見大会
　【男子】�800m、1500m、3000m、�5000m、�

10000m�T11～ 13�5000m
　【女子】�800m、1500m、�3000m、5000m�T11～ 13�5000m
第4戦 網走大会
　【男子】800m、1500m、�5000m、10000m�T11～ 13�5000m
　【女子】3000m、5000m�10000m�T11～ 13�5000m
第5戦 千歳大会
　【男子】800m、1500m、�5000m、3000mSC
　【女子】600m、1500m、3000m、�5000m、3000mSC
▼問合せ先：日本陸連事務局�肥田埜�里枝、工藤�裕美、廣瀬�静香�
　E-mail：hokurendc@jaaf.or.jp
▼大会ページ：
　https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1712/

第106回日本陸上競技選手権大会・混成競技
第38回U20日本陸上競技選手権大会・混成競技 
兼 オレゴン2022 世界陸上競技選手権大会日本
代表選手選考競技会 兼 カリ2022 U20世界陸上
競技選手権大会日本代表選手選考競技会

▼期日：2022年6月4日（土）・5日（日）
▼会場：秋田県営陸上競技場（秋田県立中央公園内）�
▼種目： 【日本選手権】�男子十種競技／女子七種競技�

【U20日本選手権】�男子十種競技／女子七種競技
▼ 問合せ先：
　【競技運営本部（欠場届等�競技運営に関する問い合わせ窓口）】
　�〒010-0974　秋田県秋田市八橋運動公園1-5　秋田県スポ
ーツ科学センター内（一財）秋田陸上競技協会�
　TEL：018-838-7416　FAX：018-829-3732
　E-mail�:�jaaf-akita@sky.plala.or.jp�
　 【日本陸上競技連盟・事務局】
　 〒160-0013　東京都新宿区霞ケ丘町�4-2�
　Japan�Sport�Olympic�Square�9�階�
　TEL：050-1746-8410（土・日・祝日を除く�10：00～ 18：00）
▼大会ページ：
　https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1651/

第106回日本陸上競技選手権大会 兼 オレゴン2022
世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
第 38 回 U20 日本陸上競技選手権大会 兼 カリ2022 
U20 世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会

▼期日：2022年6月9日（木）～6月12日（日）
▼場所：大阪市・ヤンマースタジアム長居
▼ 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（99.1cm）、
400mH、3000mSC、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、
砲丸投（6.000kg）、円盤投（1.750kg）、ハンマー投（6.000kg）、�
やり投（800g）
　 【U20日本選手権女子（18種目）】100m、200m、400m、
800m、1500m、3000m、5000m、100mH（83.8cm）、
400mH、3000mSC、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、
砲丸投（4.000kg）、円盤投（1.000kg）、ハンマー投（4.000kg）、�
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�JAPAN�SPORT�OLYMPIC�SQUARE�9階�
TEL：050-1746--8410（土・日祝日を除く10：00～ 18：00）

▼大会ページ：
　https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1652/

大会観戦ガイド

写真：アフロスポーツ

写真：フォート・キシモト
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◇編集委員
尾縣　　貢（陸連会長）
黄倉　寿雄（陸連副会長）
瀬古　利彦（陸連副会長）
有森　裕子（陸連副会長）
風間　　明（陸連専務理事）
山崎　一彦（陸連強化委員長）
鈴木　英穂（陸連事務局長） 
牧野　　豊（陸上競技マガジン編集長）

◇時報編集室責任者
　石井　朗生 
◇時報編集担当
　日本陸連　広報課

陸連時報編集室

〒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

陸連時報編集委員

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

2 0 22 0 2

◇◆【強化委員会】2022年度日本陸上競技連盟 強化方針説明会 レポート◆◇
　日本陸連強化委員会は4月6日、メディアに向けた2022年度強化方針説明会を、オンライン
による記者会見方式で開催しました。
　説明会には、山崎一彦強化委員長のほか、シニアディレクター 2氏およびディレクター 3氏
が出席。山崎委員長が全体を通しての方針を述べたあと、担当ディレクターから各種目におけ
る方針や今後の取り組み、現在の状況等の説明・報告が行われ、最後にメディアからの質問に
応じました。
▼詳細はこちら
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/16024/

◇◆【ホクレンDC】「この記録は、強さの証明。」 
　　ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 キービジュアル公開！◆◇
　2022/6/22（水） 7/2（土） 7/6（水） 7/9（土） 7/13（水） 7/16（土）に開催する「ホクレン・
ディスタンスチャレンジ2022」キービジュアルが完成いたしましたのでお知らせいたします。
▼詳細はこちら
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/16045/

◇◆【日本選手権】第2弾キービジュアル公開！「その日、決まる。その日、始まる。」 
　　～王者誕生の瞬間。そして世界への挑戦が始まる瞬間を見逃すな！◆◇
　この度、「第106回日本陸上競技選手権大会」キービジュアル第2弾が完成いたし
ましたのでお知らせいたします。
　キービジュアルの中心に描いた大きな輪は「選手、関係者、ファンの皆様、陸上競
技を支えて下さる全ての方々が一つになり、手を取り合うイメージを表現しました。
会場で、テレビの前で、SNSからのご声援で、それぞれの場所からそれぞれの形で、
心を一つにして大会に携わっていただければと考えております。
▼詳細はこちら　
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/16009/
▼特設サイトはこちら　
　https://www.jaaf.or.jp/jch/106/
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