
題字は平沼亮三（初代陸連会長）の書10令和4年
2022

・個人情報の共同利用について
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/16577/

・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/

・代表選手派遣大会選考要項 2023年度
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/15943/

・代表選手派遣大会選考要項 2024年度
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/16334/

・アンチドーピング／鉄剤注射の防止
　https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/
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■活動報告
 　WAカウンシル会議報告
　�　第228回ワールドアスレティックス(世界陸連)カウンシル会議が世界陸上競技選手権オ
レゴン大会開催に伴い、米国・オレゴンで開催され、カウンシルメンバーとして参加いた
しました。

　施設用器具委員会報告（2022-1）（日本陸上競技連盟　施設用器具委員会）
　�　2022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、公認が廃止となつた競技場及び長距離走路、種別変更のあつた競技場、名
称変更のあつた競技場、新設の競技場及び長距離競走路について報告します。

■「陸上競技研究紀要」(Bulletin of Studies in Athletics of JAAF)投稿規定

■大会観戦ガイド
　第106回日本陸上競技選手権大会・リレー競技 
　　みんなでつなごうリレーフェスティバル2022
　第77回国民体育大会陸上競技

■事務局からのお知らせ
　�「みんなでつなごうリレーフェスティバル2022」国立競技場で開催！
　JMCシリーズ第2期G1に5大会が新たに加盟！ 
　　ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ 第2期加盟大会について
　JAAF×SDGs　#LETSTHINK_取組募集

日本陸上競技連盟からのお知らせ
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　第228回ワールドアスレティックス（世界陸連）カウンシル
会議が世界陸上競技選手権オレゴン大会開催に伴い、米国・オ
レゴンで開催され、カウンシルメンバーとして参加した。同会
議の概要は以下の通りである。
1．WA主催大会（WASイベント）開催地
①�2025年世界陸上競技選手権大会の開催地が東京に決定した。
立候補都市は東京以外にナイロビ（ケニア）、シレシア（ポー
ランド）、シンガポールで、いずれの立候補都市も今後の陸上
界の発展には重要な役割を果たす都市として期待が寄せられ
た。東京は総合的に高い評価を得たが、特に国立競技場という
世界トップレベルの施設、国際競技会に於ける高い運営能力、
経験、人材、陸上の歴史、強力な市場基盤が決定理由として挙
げられ、陸上界のグローバルな発展を最優先に審議した時に、
最も相応しい開催地として選出された。
②�世界クロスカントリー選手権は、2024年はクロアチア・メドリ
ン、2026年はアメリカ・タラハッセ（フロリダ州）に決定した。
③�世界陸上競技選手権2027年大会と2029年大会の開催地は、
2023年12月のカウンシル会議で同時決定される予定。
2．コンペティション
①�世界陸上競技選手権ブダペスト大会のタイムテーブルと10000
ｍ、マラソン、競歩、混成競技の標準記録が承認された。そ
の他の種目の参加標準記録と資格取得制度については、参加
標準記録とワールドランキングからの資格取得が半々になる
様に検討し、8月下旬に発表する。
②�IOC、OBSを含む関係者と協議の結果、2024年パリオリンピッ
クでは、200ｍから1500ｍまでの種目（含むハードル種目）で
敗者復活レース（Repechage�Round）を実施する。従来のタイ
ムによる準決勝への進出（q）はなくなり、予選、敗者復活戦、
準決勝、決勝と進むことになる。これにより該当種目の選手は最
低2本を走ることができ、陸上選手の露出を増やすことができる。
③�2024年世界リレーはオリンピックトライアルとして実施し、同
大会でパリオリンピックに参加できる16チーム中14チームを選
出する。残り２チームはパフォーマンスリストから選出される。
2024世界リレーでは、男女4×100m、男女4×400ｍ、混合4×
400mの5種目が実施され、各種目32チームで競技が行われる。
　�大会1日目：各種目予選４組の実施（各組トップ２チーム、
計８チームがパリ参加資格を取得し、決勝へ進出）
　�大会2日目：敗者復活戦3組（各組トップ2チーム、計6チー
ムがパリ参加資格を取得し、決勝へ進出）と決勝を実施。
　2024年以降の世界リレーのフォーマットについては、実施後
評価した上で決定する。
3．競技不正操作監視対象リスト
　東京オリンピックの参加資格取得有効期間の記録に関して、
アスレティックス・インテグリティ・ユニット（AIU）には17
件の捜査対象案件の報告があり、それらの状況も踏まえ、競技
不正操作監視対象リストを導入することが決定された。リスク
が高いと判断された国の陸連は監視対象者となり、該当国の選
手は、WAが認めた特定の大会で出された記録のみが認められ
る。世界選手権ブダペストやパリオリンピック等国際大会の参

加資格要項に反映される。
4．WA派遣国際審判
　2023年に開催される、世界選手権、世界リレー、世界ロードラ
ンニング選手権、2024年に開催されるU20世界選手権に派遣さ
れるWA国際審判が決定した。今後の課題としては、2027年ま
でに、男女半々、エリアバランスが挙げられており、そのために
も後述レフェリー制度の運用が重要になってくる。従来指名され
ていた、競技会代表（Organizational�Delegate）はWA事務局
のCompetition�&�Events�Directorが担い、特別に指名はしない。
5．WAレフェリー制度
　名称は、ITOからWA�Referees、TOECSからWARECS�（World�
Athletics�Referee�Education�and�Certification�System）に変
更され、審判は以下の4段階にレベル分けされる予定。
①�National�Athletics�Referee（TOECSレベル１相当）：各MF
の傘下で、国内大会で活動できる。（但し、WAが今後公認す
る国内のワールドランキングコンペティションは除く）
②�WA�Bronze�Referee（従来はなかったTOECSレベル1.5相当）：
国内の上級レベルとエリアレベルの審判を増やす目的で設定。
オンライン教育と試験を実施し、2023年上旬から導入予定。
③�WA�Silver（TOECSレベル2相当）：エリアレベルとWA傘
下の大会の審判を増やす目的で設定。エリア陸連がオンライ
ン試験を2022年11月に実施する方向で調整中。
④�WA�Gold（TOECSレベル3相当）：従来のITOパネルに代わ
るトップレベルの資格で、WASイベントやオリンピックに指
名される。2年毎に評価され、2023年秋からの導入を目指す。
6．規定の変更
①�2023年ロードレースラベル規定が新たに制定され、4つのカ
テゴリー（ラベル、エリート、ゴールド、プラチナ）で構成
される。要件として、新たにサステナビリティプログラムの
順守が加わっている。
②�WASイベントの年齢に関する規定が変更され、U18選手は、
最大で3トラック競技（リレー含む）、その内2競技が200m
より長い競技で参加できることになり、U18がマイルリレー
と混合リレーの両方に参加することが可能となる。
③�エリジビリティーに関する規定が改定され、国籍変更申請の内
容が更新され、100ドルの申請料等の新たな規定が導入された。
④�AR（選手代理人）規定が改定され、ARに課せられる費用は
WAの事前承認が必要となる。
7．競技場の認証期間
　初回認証の5年経過時に舗装材のビジュアルインスペクション
を行い、問題がなければ、初回認証費用の半額を支払った上で、
最大3年の延長が承認される。最大2回の認証延長が可能で、舗
装材の状態等に問題がなければ、競技場認証期間は最長12年と
することとなった。
8．ロシア陸連
　ルネ・アンデルセン調査団長からロシア陸連は、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、改善策を推進し
ていると報告があり、その進捗状況について独立した監査機関
が10月頃に調査することが合意された。

第228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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◆2022年度に公認した競技場及び長距離競走路
� （2022.03.31〜2022.07.27）

10091�岐阜メモリアルセンター長良川（競）

� 岐阜市長良福光大野2675の28

� 第1種　400m　全天候　継続� 2022.04.04〜2027.04.03

10092�鹿野（ハ）� 鹿野学園流沙川学舎前

� コード番号317170　▽21km0975　自転車計測　往復　新設

� 2022.06.01〜2027.05.31

10093�中京大学梅村（陸）� 豊田市貝津町床立101

� 第3種　400m　全天候　継続� 2021.10.01〜2026.09.30

10094�東大阪市花園中央公園（多）� 東大阪市吉田7丁目市地内

� 第3種　400m　全天候　継続� 2022.02.20〜2027.02.19

10095�国立競技場・神宮外苑周回（ハ）� 国立競技場

� コード番号137700　◆21km0975　自転車計測　周回　新設

� 2022.04.28〜2027.04.27

10096�新宿シティ（ハ）� 国立競技場

� コード番号137710　◆21km0975　10km　自転車計測　往復

� 新設� 2022.07.07〜2027.07.06

10097�新潟市南区白根（ハ）� 白根カルチャーセンター

� 21km0975　10km　ワイヤー計測　循環　継続

� 2022.04.01〜2027.03.31

10098�能美市物見山（陸）� 能美市来丸町ワ50

� 第2種　400m　全天候　継続� 2021.10.01〜2026.09.30

10099�越前市武生東（運）（陸）� 越前市西尾町35字20

� 第3種　400m　全天候　継続� 2021.08.01〜2026.07.31

10100�広島県立びんご（運）（陸）� 尾道市栗原町997

� 第2種　400m　全天候　継続� 2022.04.27〜2027.04.26

10101�釧路市民（陸）� 釧路市広里13大規模運動公園内

� 第2種　400m　全天候　継続� 2022.06.01〜2027.05.31

9823‐投�栃木県総合（運）　多目的広場（投）　投てき場

� 宇都宮市西川田4の1の1�

� コード番号09102T　新設� 2022.04.28〜 2027.04.27

10102�一関市公認（ハ）� 一関市総合体育館前

� ▽21km0975　10km　自転車計測　往復　継続

� 2022.05.31〜2027.05.30

10103�山梨県富士北麓公園（陸）� 富士吉田市上吉田立石5000

� 第2種　400m　全天候　継続� 2022.06.01〜2027.05.31

10104�高知龍馬（マ）� 県庁前交差点〜県立春野総合（運）（陸）

� ◆42km195　自転車計測　片道　継続

� 2022.06.03〜2027.06.02

10105� SAGAスタジアム� 佐賀市日の出2の1の10

� コード番号411020　第1種（昇格）　400m　全天候　新設

� 2022.05.25〜2027.05.24

10106�北海道（マ）� 中央区大通西4丁目

� ◆42Km195　自転車計測　循環（一部往復）　継続

� � 2022.07.01〜2027.06.30

10107�はまなす車いす（ハ）

� 中央区大通西4丁目〜新川通り　新川西1の1

� ▽21km0975　自転車計測　片道　継続

� 2022.07.01〜2027.06.30

10108�宮古市（ハ）� 宮古（運）（陸）〜宮古地区合同庁舎�

� コード番号037360　▽21km0975　10km　自転車計測　片道

� 新設� 2022.08.01〜2027.07.31

10109�さが桜（マ）� 佐賀市文化会館前〜SAGAスタジアム

� ▽42km195　自転車計測　循環　継続

� 2022.09.04〜2027.09.03

10110�京都市西京極総合（陸）補助� 京都市右京区西京極新明町32

� 第3種（条件付）　400m　全天候　継続

� 2022.05.31〜2027.05.30

10111�住友総合（グ）（陸）� 伊丹市瑞ケ丘2の4

� コード番号284189　第4種L　400m　全天候　継続

� 2022.08.01〜2027.07.31

10112�あいの土山（マ）� 甲賀市土山町北土山〜土山町体育館前

� ▽42km195　21km0975　自転車計測　循環（一部往復）

� 継続� 2022.08.01〜2027.07.31

10113�香川県立丸亀（競）主（競）� 丸亀市金倉町830

� 第1種　400m　全天候　継続� 2022.03.31〜2027.03.30

10114�香川県立丸亀（競）補助（競）� 丸亀市金倉町830

� 第3種　400m　全天候　継続� 2022.03.31〜2027.03.30

10115�白鷹若鮎（ハ）� 山形県白鷹町立蚕桑小学校

� ▽21km0975　10km　自転車計測　往復　継続

� 2022.08.01〜2027.07.31

10116�宮古（運）（陸）� 宮古市赤前第8地割地内

� 第3種　400m　全天候　継続� 2022.07.12〜2027.07.11

10117�富士山（マ）� 山梨県営船津浜駐車場

� ◆42km195　自転車計測　循環　継続

� 2022.10.10〜2027.10.09

10118�よこすかシーサイド（ハ）� 横須賀市救急医療センター入口

� ▽21km0975　10km　自転車計測　往復　継続

� 2022.04.01〜2027.03.31

10119�新潟シティ（マ）� デンカビックスワンスタジアム前〜新潟市（陸）

� ◆42km195　自転車計測　片道　継続

� 2022.09.01〜2027.08.31

10120�金沢百万石（ハ）� 西部緑地公園（陸）

� ▽21km0975　10km　自転車計測　循環　継続

� 2022.04.01〜2027.03.31

10121�大井川リバティ（マ）� 島田市（陸）

� コード番号217200　▽42km195　自転車計測　周回　新設

� 2022.10.24〜2027.10.23

10122�土師ダム湖畔（ハ）

� 土師ダムサイクリングターミナル東側道路〜北側道路

� ▽21km0975　10km　自転車計測　循環　（一部往復）　継続

� 2022.09.09〜2027.09.08

施設用器具委員会報告（2022-1）
施設用器具委員会
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◆検定延期が承認されている競技場及び長距離競走路
� （2022.07.27現在）

［北海道］9396　花咲スポーツ公園（陸）　第2種400ｍ

� 2022.09.05〜2022.11.30

［秋田］9397　大館市長根山（運）（陸）　第2種400ｍ

� 2022.09.01〜2022.12.31

［秋田］9376　能代市（陸）　第3種400ｍ� 2022.07.15〜2022.12.31

［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

［埼玉］9388　川口市青木町公園（総）（陸）　第3種400ｍ

� 2022.10.01〜2023.03.31

［千葉］9398　東金アリーナ　第3種400ｍ� 2022.10.01〜2023.09.20

［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

［神奈川］9369　神奈川（ハ）　21km0975� 2017.07.01〜2022.12.28

［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

� 2021.12.01〜2022.11.31

［石川］9391　小松（運）末広（陸）　第2種400ｍ

� 2022.08.01〜2023.03.31

［石川］9383　松任（ハ）　21km0975� 2022.08.01〜2023.07.28

［石川］9268　学校法人稲置学園（総）　第4種400ｍ

� 2021.10.05〜2022.10.04

［静岡］9282　静岡（マ）　42km195� 2021.12.01〜2022.11.30

［愛知］9392　浦郡市公園　第4種400ｍ� 2022.09.01〜2023.03.31

［三重］9335　メイハンフィールド　第4種400ｍ

� 2022.04.01〜2023.03.31

［京都］9393　亀岡（運）（陸）　第3種400ｍ

� 2022.10.18〜2023.03.31

［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

� 2021.08.24〜2022.08.24

［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

［大分］9424　佐伯市（陸）　第3種400ｍ� 2022.01.10〜2022.12.28

［沖縄］9407　石垣市中央（運）（陸）　第3種400ｍ

� 2022.10.01〜2023.09.10

［沖縄］9343　国頭　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
� （2022.03.31〜2022.07.27）

［北海道］9205　洞爺湖湖畔（マ）　42km195� 2021.04.30

［北海道］9566　とかち帯広の森（ハ）　21km0975� 2022.10.30

［岩手］9379　宮古市（ハ）　21km0975� 2022.07.31

［宮城］9371　東北・みやぎ復興（マ）　42ｋｍ195� 2022.06.18

［栃木］9475　美原公園（陸）　第３種400m� 2022.10.16

［埼玉］9318　川越（運）（陸）　第２種400m� 2022.04.14

［新潟］9417　加茂市（陸）　第４種400m� 2022.11.04

［石川］9304　こまつドーム（マ）　42km195� 2021.12.31

［石川］9418　輪島（５０ｋm）（歩）　50ｋｍ� 2022.04.16

［岐阜］9257　いびがわ（マ）　42ｋｍ195� 2021.09.19

［大阪］9359　ヤンマーフィールド長居　第１種400m� 2022.05.19

［大阪］9890　大阪国際女子（マ）　42ｋｍ195� 2022.07.27

［奈良］9310　奈良県立添上高等学校（陸）　第4種300m

� 2022.03.09

［徳島］9433　海陽町海部川清流（マ）　42ｋｍ195� 2023.01.02

［熊本］9404　荒尾（運）（陸）　第４種400m� 2022.10.12

［鹿児島］9406　阿久根総合（運）（陸）　第４種400m� 2022.03.31

◆種別変更のあった競技場
� （2022.03.31〜2022.07.27）

［兵庫］10111　住友総合（グ）　第４種→第４種L� 移行

［佐賀］10105　SAGAスタジアム　第3種→第１種� 昇格

◆名称変更のあった競技場
� （2022.03.31〜2022.07.27）

［山形］10073　山形市あかねケ丘（陸）→ネッツえがおフィールド

［石川］10120　金沢（ハ）→金沢百万石（ハ）

［福井］10099　越前市東（運）（陸）→越前市武生東（運）（陸）

［佐賀］10105　SAGAサンライズパーク（陸）→SAGAスタジアム

［佐賀］9529　SAGAサンライズパーク第2（競）

� →SAGAスタジアム第2（競）

［大分］9438　大分市営（陸）→ジェイリーススタジアム

◆新設の競技場及び長距離競走路
� （2022.03.31〜2022.07.27）

［岩手］10108　宮古市（ハ）　▽�21km0975� 2022.08.01

［栃木］9823－投　栃木総合（運）多目的広場（投）� 2022.04.28

［東京］10095　国立競技場・神宮外苑周回（ハ）　◆21km0975

� 2022.04.28

［東京］10096　新宿シティ（ハ）　◆21km0975� 2022.07.07

［静岡］10121　大井川リバティ（マ）　▽�42km192� 2022.10.24

［島根］10092　鹿野（ハ）　▽�21km0975� 2022.06.01

［佐賀］10105　SAGAスタジアム　第１種400m� 2022.05.25
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1．投稿資格について
　特に制限は設けない。

2．投稿内容および種類について
　投稿内容は陸上競技についての理論と実践に関するも
ので、内容に応じて、総説、原著、研究資料、実践報告
（指導法および指導記録の報告）、文献紹介に分類される。
スタイルは和文、英文のどちらでもよい。
　投稿論文には上記の投稿種別を明記し、日本語に続け
て英語のタイトル、著者、所属をつけ、総説および原著
には英文要約（150語以内）もつけなければならない。
（注：何らかの理由で英文要約等の作成が困難な場合は、
編集委員会にその旨をご相談ください）

3．採否等について
　原稿は査読を行い,査読結果をもとに採否および掲載
順序の決定、校正などは編集委員会が行う。

4．原稿の書き方について　
　本文は、A4判縦置き横書きとし、1頁に横42文字×
縦38字で約1600字、刷り上がり10頁以内、図表もその
頁数に含む,すべて白黒にて作成すること。
　計量単位は、原則として国際単位系（m、kg、secなど）
とする。
　また、英文字および数字は半角とする。

5．文献の書き方について
　本文中の文献は、著者（発行年またはonline）という
形式で表記する。

　例1）　田中（1996）は　------
　例2）　文部科学省（online）は　------

　文献は、原則として、本文最後に著者名のABC順で
記載する。書誌データの記載方法は、著者名（発行年）、
論文名、誌名、巻（号）、ページの順とする。

　例）�吉原　礼、武田　理、小山宏之、阿江通良（2006）
女子棒高跳選手の跳躍動作�のバイオメカニクス

的分析。陸上競技研究紀要、2：58-64。
　　　�伊藤　宏（1992）　陸上競技の発育・発達。陸上

競技指導教本─基礎理論編─。�日本陸上競技連
盟編、大修館書店、55-72。

　同一著者、同発行年の文献を複数引用した場合は発行
年の後にa,�b,�cをつける。　

　例）田中ら（1996ｂ）は、　------

　WEBサイトやWEBサイトに掲載されているPDFフ
ァイルなどを引用文献とする場合は、著者名（発行年）
WEBページの題目、URL、（参照日）と表記する。発
行年やファイル名が特定できない場合は（著者名、
online）と表記する。

　例）�日本陸上競技連盟（online）陸上競技ヒストリー、
https://www.jaaf.or.jp/history/syoushi/、（参照
日2020年7月24日）

　詳細は、「体育学研究」投稿の手引を参考にする。

6．原稿の提出先
　投稿原稿（本文はMS�Word、図表はMS�Power�
Pointで作成）は、下記へE-mailの添付ファイルとして
送付する。
　日本陸上競技連盟
　「陸上競技研究紀要」�編集委員会宛�
　E-mail：kiyou＠jaaf.or.jp

7．原稿の締め切り
　原稿の締め切りは特に設けず、随時受理し、査読を行
う。ただし、2022年度版は、2023年1月9日とする。

8．その他
　本研究紀要に掲載された内容の著作権は公益財団法人
日本陸上競技連盟に帰属する。

� （2022年7月8日　改訂）

「陸上競技研究紀要」
（Bulletin of Studies in Athletics of JAAF）

投稿規定
陸上競技研究紀要編集委員会
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▼アクセス：電車でお越しの方
　東武宇都宮線／西川田駅から徒歩15分
　JR宇都宮線／雀宮駅から徒歩30分、タクシー・車で10分
　バスでお越しの方
　�JR宇都宮駅(約18 ～ 30分)･JR雀宮駅(約7～ 18分)
からは、関東バス今宮線が便利です。

　最寄りの停留所は「総合運動公園南門」です。
　�関東バス／ JR宇都宮駅西口11番乗場「江曽島（西川
田東）」行乗車（約30分）→�終点｢総合運動公園西バ
ス停｣下車

▼�種目：【成年男子】100ｍ�300ｍ�800ｍ�110ｍハ―ド
ル�400ｍハ―ドル�3000ｍ障害�10000ｍ競歩�走幅跳�
三段跳�砲丸投�やり投【少年男子A】100ｍ�300ｍ�
5000ｍ�300ｍハ―ドル�棒高跳�走幅跳�ハンマ―投�や
り投【少年男子B】100ｍ�3000ｍ�110ｍハードル�走
幅跳�円盤投【少年男子共通】800ｍ�5000ｍ競歩�走高
跳【成年少年男子共通】４×100ｍリレー【成年女子】
100ｍ�300ｍ�800ｍ�5000ｍ�400ｍハ―ドル�5000ｍ競
歩�走高跳�棒高跳�走幅跳�砲丸投�ハンマー投�やり投
【少年女子A】100ｍ�300ｍ�800ｍ�3000ｍ�100ｍハ―
ドル�300ｍハードル�砲丸投�やり投【少年女子B】100
ｍ�100ｍハードル�円盤投【少年女子共通】走高跳�走
幅跳�三段跳【成年少年女子共通】４×100ｍリレー【成
年少年男女共通】男女�混合４×�400ｍリレー
▼問合せ先：
　いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会
　問い合わせフォーム：
　https://www.tochigikokutai2022.jp/contact/
▼大会ページ：
　https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1669/

第106回日本陸上競技選手権大会・リレー競技
みんなでつなごうリレーフェスティバル 2022

▼期日：2022年10月1日（土）～10月２日（日）
▼会場：東京・国立競技場�
　〒160-0013�東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
▼アクセス：
　JR総武線各駅停車　千駄ヶ谷駅/信濃町駅：徒歩5分
　都営大江戸線　国立競技場（A2出口）：徒歩1分
　東京メトロ銀座線　外苑前駅（3番出口）：徒歩9分
▼�種目：【日本選手権リレー】全４種目　男子4×100m
リレー、男子4×400mリレー、女子4×100mリレー、
女子4×400mリレー

【リレーフェスティバル】
公認の部4×100mリレー　全4種目（男女別）
10月1日（土） 10月2日（日）

・�U16（47都道府県代表チー
ム）予選

・��U16（47都道府県代表チー
ム）決勝
・��一般（中学生以上の陸連登録
者）

非公認の部　全11種目
10月1日（土） 10月2日（日）

・�誰でもチャレンジリレー
　（4×100mR）
・�部活動対抗リレー
　（4×100mR）
・�職場の同僚リレー
　（4×100mR）
・�競技団体対抗リレー
　（4×100mR）
・�200歳以上リレー
　（4×100mR）
・�マイル日本代表プロデュー
スRelay�For�ALL

　（8×100mR）

・�家族対抗リレー
　（4×100mR）
・�仮装リレー
　（4×100mR）
・�小学生リレー
　（4×100mR）
・�競歩日本代表プロデュース�
ウォーキングリレー
　（4×100mR）
・�TWOLAPSプロデュース�
4×TWOLAPSリレー�
（4×800mR）

※U16以外は、予選・決勝のラウンドは設定しません。

▼問合せ先：日本陸上競技連盟
　〒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/1715/

第77回国民体育大会陸上競技

▼�期日：2022年10月６日（木）～10月10日(月)�
▼�会場：宇都宮市�カンセキスタジアムとちぎ（栃木県
総合運動公園陸上競技場）

大会観戦ガイド



◇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
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◇◆「みんなでつなごうリレーフェスティバル2022」国立競技場で開催！◇◆
　「リレフェス」はあの東京五輪の舞台“国立競技場”で開催する、誰でも気軽に参加できるリレーイ
ベントです。自由に走れる喜び、ドキドキする緊張感、みんなと走れる楽しさで笑顔があふれ、感動も
分かち合えるリレー。全15種目のリレーで、スポーツの垣根を越えて、子どもからお年寄りまでみん
なが笑顔でつながります。
▼リレフェス特設サイト
　https://www.jaaf.or.jp/relayfes/
▼チケットの購入はこちらから！
　https://www.jaaf.or.jp/news/

◇◆JMCシリーズ第2期G1に5大会が新たに加盟！
　　ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ 第2期加盟大会について◆◇
　ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ（JMCシリーズ）の第2期加盟について、日本陸連ロードランニングコミッションに
よる審査の上、新たに「第42回大阪国際女子マラソン」・「第71回別府大分毎日マラソン大会」・「大阪マラソン2023」・「東京マラソン
2023」・「名古屋ウィメンズマラソン2023」の5大会がJMCシリーズ第2期に加盟することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
▼JMCシリーズ特設サイト
　https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/
▼詳細はこちら
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/16986/
▼関連ニュース
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/17031/

◇◆JAAF×SDGs　#LETSTHINK_取組募集◆◇
　日本陸連は、2022年7月より、陸上を通じたSDGs活動JAAF×SDGsプロジェクト『#LETSTHINK_ 』を開始しました。本プロジ
ェクトを通して、アスレティックファミリーの皆さん一人一人に、「陸上」を通じて社会との関わりや、社会貢献を考え取り組んでいた
だき、「ライフステージ」「未来の社会」をよりよくする一助にしていけたらと
考えています。また、集まった取組を幅広く広報し、陸上の価値向上にもつな
げていきたいと思いますので、たくさんのご応募をお待ちしております！
▼エントリー期間：2022年7月1日(金) ～ 2022年9月30日(金)
　取組報告締切日：2022年10月31日(月)
　※エントリー後、取組を実施し、取組報告書の提出となります。
▼詳細はこちら
　https://www.jaaf.or.jp/news/article/16604/?category=5
　https://www.jaaf.or.jp/reform/
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