
第９３回日本陸上競技選手権大会５０ｋｍ競歩 

第４８回全日本競歩輪島大会要項 
兼第１２回世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会 

 
１．主  催  財団法人日本陸上競技連盟・輪島市・輪島市教育委員会・全日本競歩輪島大会実行委員会 

２．共  催  北國新聞社・北陸放送・テレビ金沢 

３．後  援  文部科学省・地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県高等学校体育連盟・輪島市体育協会 

北陸陸上競技協会 

４．主  管  石川陸上競技協会 

５．期  日  ２００９年４月１１日（土）・１２日（日） 

６．日  程  （１）監督会議・選手打合会  （日本選手権大会５０ｋｍ競歩の部） 

○日時：４月１１日（土）１７時００分～１７時３０分 

○場所：輪島市文化会館（１階大ホール） 

住所：輪島市河井町２０－１－１ 

電話：０７６８－２２－７６６６ 

※参加競技者は全員参加すること。（厳守） 

           表彰式   ○日時：４月１２日（日）競技終了後準備出来次第表彰式を行う。 

        （２）開始式  （全日本競歩輪島大会の部） 

                 ○日時：４月１１日（土）１２時００分 

                 ○場所：輪島市駅前スタート地点  

              ★監督会議・競技者打ち合わせ   １０時３０分～１０時５０分 

                  場所：輪島市文化会館（１階大ホール）  

           表彰式   ○日時：４月１２日（日）１６時３０分  

場所：輪島市文化会館（１階大ホール） 

（３）種目・競技開始時間 

４月１１日（土) 全日本競歩輪島大会 

［男子］ 1).ジュニア   ５ｋｍ競歩  １３時００分  

      2).ジュニア  １０ｋｍ競歩  １４時００分 

［女子］ 1).ジュニア   ５ｋｍ競歩  １３時３０分 

     2).１０ｋｍ競歩        １５時００分 

４月１２日（日） ［男子］ 1) 日本選手権 ５０ｋｍ競歩   ８時００分 

７．コ ー ス  輪島市文化会館周回コース・日本陸連公認競歩コース（１周２ｋｍの周回コース） 

８．参加資格  ２００９年度本連盟登録競技者で次の条件を満たすもの。 

（１）２００８年１月１日から本競技会出場申込み締切前日までに下記の参加標準記録突破者 

（男 50km 競歩）及び参加基準記録（ｼﾞｭﾆｱ）を満たす競技者 

男子   50km 競歩  5 時間 00 分 00 秒 (20km 競歩: 1 時間 50分 00 秒) 以内 

ジュニア 10km 競歩   55 分 00 秒 (5km 競歩又は 5000m 競歩 27分 00 秒) 以内 

       5km 競歩   27 分 30 秒（3000m 競歩: 17 分 00 秒）以内 

女子   10km 競歩   58 分 00 秒 (5km 競歩又は 5000m 競歩 28分 00 秒) 以内 

ジュニア  5km 競歩   29 分 00 秒（3000m 競歩: 18 分 30 秒）以内 

                        

（２）長距離・ロード特別対策委員会が特に認めた競技者。 

（３）男子５０ｋｍ競歩参加者は、1989 年 12 月 31 日以前に生まれた競技者。 

（４）女子１０ｋｍ競歩参加者は、1994 年 4 月 1日以前に生まれた競技者。 

（５）男子ジュニア競歩、女子ジュニア競歩参加者は、1991 年 4月 2日から 1994 年 4 月 1日の間に生まれた競技者。 

（６）本連盟が特に認めた外国人競技者。 

a).外国人競技者で本連盟の登録競技者は、日本人競技者と同等の扱いとする。 

b).本連盟登録者であり、日本国籍を有する競技者（日本で生まれ育った外国籍を有する競技者）を正式参加者とし

てオ－プン出場とし、順位はつかない。 

９．競技規則  ２００９年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項に準ずる。 

10．表  彰  （１）日本選手権５０ｋｍ競歩優勝者には選手権賞及びレプリカと１位～３位にはメダルを、１位～８位までに賞状を授与 

する。 

（２）女子１０ｋｍ競歩、男女ｼﾞｭﾆｱ種目優勝者には優勝カップ、１位～３位にはメダルを、１位～８位までに賞状を授 

与する。 

１１．申込方法 （１）締 切 日 ２００９年３月１０日（火）必着 

（２）様  式  別紙申込書に該当事項を明記し、返信用封筒 参加標準記録の証明書（証明できる印刷物）＜参加者の住所・

氏名を明記し返信用切手（90 円）を貼ること・Ａ４版折込み用＞を添えて申し込むこと。 

                                ＊高校生・中学生は必ず校長名をもって申し込むこと。 

＊大学・高校入学後に申込所属の変更は追って大会申込先へ FAX で連絡。 

                        ＊大学生は所属校でまとめて申し込むこと。 

                            ★参加料郵便振込の場合は、下記（１２）の所に必ず所属名、氏名記入の上、振り込むこと。 

（現金書留での申し込みも可）  

  

(3)  申 込 先  〒920-1397 石川県金沢市末町ニ１番地    県立金沢辰巳丘高校内 

   (問合わせ先）          石川陸上競技協会 競技部 藤垣 晴夫 宛 

                           電話：０７６－２２９－２５５２ 

                           FAX ：０７６－２２９－０２５３ 

                           e-mail: fujigaki@s6.dion.ne.jp 

 

 



 

 

１２．参 加 料  （１）１人３，０００円とする。ただし、高校生競技者は１人１，０００円とする。 

（２）参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。 

（３）参加料を振込む場合は、下記郵便振替口座に参加者の加入団体名称と代表氏名・ 

人数を記入して振込むこと。 

                       郵便振替 口座番号：００７５０－３－４６４０４ 

                            口座名称：石川陸上競技協会 

１３．競歩ｸﾘﾆｯｸ  （１）日  時 ４月１２日（日）  ９時３０分～１０時２０分 （自由参加） 

           （２）場  所  輪島市文化会館ロビー集合 

            （３）参加資格  指導者・コーチ・競歩審判員・教師・競技者。 

                  （４）講義内容  競歩部会活動報告と今後の方針、ルール、競歩技術、その他。 

１４．競技者受付 ○全日本競歩大会は    ４月１１日（土）  ８時～１０時 輪島市文化会館ロビー  

         ○日本選手権５０ｋｍ競歩 ４月１１日（土） １３時～１７時 輪島市文化会館ロビー 

１５．制限時間    （１）下記の制限時間を経過した者は、交通警備及び運営上、競技をうち切る。  

男子 日本選手権 ５０ｋｍ競歩  ５時間００分 

   ジュニア  １０ｋｍ競歩  １時間００分 

                ジュニア   ５ｋｍ競歩     ３０分 

女子       １０ｋｍ競歩  １時間００分 

ジュニア   ５ｋｍ競歩     ３０分 

１６．宿  泊  （１）締 切 日 ２００９年３月１０日（火）必着 

                  （２）様  式 宿泊希望者には、１泊２食７，０００円程度で宿泊先を斡旋するので、別紙宿泊申込書に該当事項を 

明記し、予約金２，０００円を添えて下記の申込先に申し込むこと。 

（３）申 込 先  〒928-0001 石川県輪島市河井町２０部－１－１３１ 

輪島市観光協会 

日本選手権競歩 宿泊担当者宛 

電話：０７６８－２２－１５０３ 

FAX ：０７６８－２２－０１３６ 

１７．大会本部  ４月１０日(金) 午後 〒928-0021 石川県輪島市二ッ屋４－１７－１ 『 民宿 なかみち』 

１１日(土) 夜  電話：０７６８－２２－５１７５  FAX：０７６８－２２－５８５０ 

１２日(日)    住所：輪島市河井町２０－１－１ 

輪島市文化会館内               電話：０７６８－２２－７６６６ 

１８．そ の 他   （１）参加者は事前に健康診断を受けるなどし、自己の健康管理には十分留意して参加すること。競技中に発生した傷害、 

疾病についての応急処置は主催者において行うが、以後責任は負わない。 

          （２）練習時間：４月１０日（金）輪島市文化会館のトイレを開放 

                   １１日（土）は午前８時～輪島市文化会館のトイレは開放する。 

         （３）主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づき取扱います。尚、取得 

した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に 

利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




