
東京陸協の動向

◆2022年03月04日（火） 常務理事会開催◆

会場 東京陸上競技協会 会議室

出席者（常務理事） 7名

【議題】

1 2022年度事業活動計画書・予算書（案）・資金調達及び設備投資の

見込みについて

2 2021年度各種栄章受章候補者について

3 新規加入団体の承認について

【報告事項】

1.  2022年度主要競技会日程・公認競技会日程（案）について

2.  委員会報告

◆2022年03月10日（金） 第48回理事会開催◆

会場 東京しごとセンター 5階セミナー室

出席者（理事） 25名 （監事）2名 欠席者1名

【議 題】 議題は3題すべてにおいて可決されました。

・第48-1号議案 「2022年度事業計画書・収支予算書案」

及び「資金調達及び設備投資の見込み」について

・第48-2号議案 「2021年度栄章（賞）の受賞者」について

・第48-3号議案 新規加入団体申請の承認について

【報告事項】

・理事長、副理事長、常務理事の職務執行報告

・2022年度競技会日程

・ 3大会開催準備実行委員会について

・今後の理事会、評議員会等の開催予定案

・2019年度～2021年度の登録者数

・各委員会、中体連、高体連等報告
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委員会報告

◆総務委員会◆

2. 業務について
①定款および規程・規則等の制定・改廃に関すること｡

現在登録規程の見直しを進めております。
②評議員会、理事会、専門委員会および監査会等の運営に関すること。
③広報誌「飛翔」の発行。
④周年事業（記念誌）

周年記念誌の発行に向けての準備を進めております。

3. コメント
総務委員会は、広報誌も担当しており、大会中に取材活動も行っており
ます｡今後とも精力的に東京陸協の活動及び大会情報を発信できるように
努めてまいります。
その他､東京陸協の総務活動に寄与するようにメンバー一同精進して参り
ますので、どうぞよろしくお願いいたします｡

取材風景

1. 総務委員会の体制
担当常務 矢作 和昭 (葛飾区陸協)
委 員 長 深澤 まゆみ (昭島市陸協)
副委員長 早乙女 等 (武蔵村山市陸協)
委 員 中根 透 (西多摩郡陸協)
委 員 小川 恵里砂 (frun)
委 員 橘 宏二 (警視庁陸上クラブ)
委 員 渡邉 智和 (葛飾区陸協)
委 員 加地 勉 (杉並アスレチッククラブ)
委 員 加地 清美 (杉並アスレチッククラブ)
サポーター 有澤 政雄 (横川電機同好会)

早乙女 深澤 矢作 有澤

中根 小川

加地

加地 橘

渡邉
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委員会報告

◆財務委員会◆

1. 財務委員会の体制
担当常務 久保岡 佳正(豊島区陸協)
委 長 石郷岡 範昭(新宿区陸協)

委 員 小倉 征彦 (公認会計士･税理士)
委 員 野瀬 悦孝(練馬区陸協)
委 員 南雲 清子(板橋区陸協)
委 員 永原 ゆき(足立区陸協)
サポーター 本橋 加苗(東京陸協)

事務局 飯塚 哲好 係長

2. 分掌業務
①基本財産･運用財産の管理および資金計画に関すること｡
②予算編成および決算処理に関すること｡
③収入支出等会計に関すること｡
④会計制度の管理･運用に関すること｡
⑤寄付並びに賛助会員の募集に関すること｡
⑥会計帳簿･伝票･証憑類の整理に関すること｡

3. コメント
日頃は､賛助会員の募集にご協力賜り感謝申し上げます｡
目立たない委員会ですが､メンバー構成は､バランスがとれており､
また､多様性にも富んでいます｡
今後とも､東京陸協の財務活動に寄与するようにメンバー一同頑張ります｡

永原本橋

野瀬 南雲

久保岡久保岡久保岡

石郷岡
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トピックス

◆２０２１年度 東京陸上競技協会栄章授与式が行われました◆

２０２２年５月１日日曜日、国立競技場での第８５回東京選手権大会にて、東京陸上競技協会２０２１年度「栄章

授与式」（「功績賞」、「精績章」、「精励章」）の授賞式が執り行われました。受章者の皆さまをご紹介いたします。

「功績賞」は、長年に亘り、東京陸協の発展に顕著な功績のあった方に贈られる章です。

佐藤貴玖子（霞ケ丘楽走会）、大木孝（小平市陸協）、三宅幸夫(文京区陸協)、小鹿野博夫(千代田区陸協)

中村孝生（ＤｅＮＡアスレティックエリート）

「精績章」は、競技役員として長年に亘り、東京陸協の発展に功績があった方に贈られる章です。

福島信久（青梅市陸協）、川村文夫（日野市陸協）、池田演之（足立区陸協）、佐々木昭夫（狛江市陸協）

大塚和夫（有楽陸友会）

「精励章」は、長年に亘り競技役員として活躍をされ、多くの審判員を育てた功績が著しく、

S級審判員に昇格された皆様に授与される章です。

長谷部実（大田区陸協）、吉田幹夫（大田区陸協）、岡村英樹（北区陸協）、新榮宏茂（台東区陸協）

藤井精一（豊島区陸協）、内藤哲也（練馬区陸協）、上村佳節（港区陸協）、山本清（あきる野市陸協）

青木久敏（八王子市陸協）、森下伸一（府中市陸協）、長木昭二（三鷹市陸協）、新井進（町田市陸協）

早乙女等（武蔵村山市陸協）、知野義征（警視庁陸上クラブ）、中島礼子（警視庁陸上クラブ）

野間昭（八王子アスレチッククラブ）、中村孝夫（ＤｅＮＡアスレティックエリート）

粟屋澄江（東京ラビッツ陸上クラブ）、杉森庸一郎（陸上競技多摩川クラブ）

大原昌彦（東京CTRアスレチッククラブ）、鈴木一弘（東京茗名クラブ）

受章者の皆様、誠におめでとうございます。

今後とも、東京陸上競技協会でのより一層のご活躍を期待申し上げます。

精績賞

功績賞

精励賞
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トピックス

1. 靴に関するルール（TR5）
変更点
・靴底の厚さの定義

靴底（アウトソール）のみの厚さ。中敷は厚さに含まない。
・カスタマイズ、既存靴のカスタマイズ

可、正しWAの事前申請が必要と新たに規定。安全／医療上の理由
が必要と明確化。

2. レーン侵害（TR17.4.3 TR17.4.4）
・以下の場合は失格としない（失格とならないケースが追加）
・レーンで行うすべてのレースの曲走路で、レーンの左側の白線や走路の
境界を示す縁石または白線に一回（一歩）だけ触れた場合。

・レーンで行わない（一部をレーンで行われない場合も含む）すべての
レースの曲走路で、走路の境界を示す縁石または白線を一回（一歩）
だけ踏んだり、完全に超えたり（内側に入ったり）した場合。

3. 単独種目のHJ・PVの連続試技の適用時間の変更（TR25.17）
・単独種目・混成競技ともに、残っている競技者数に関係なく適用し、
走り幅跳・棒高跳では高さが変わった場合に適用する。）

4. 走幅跳・三段跳の踏切（TR29.3 TR29.5 TR30.1.1）
走幅跳・三段跳で、踏切線の垂直面を超えた場合は無効試技に変更。

5. 円盤投・ハンマー投の無効試技・囲いの境界（TR32.14）
1）競技者の投げた円盤またはハンマーの頭部が、競技者に遠い側の囲い

に当たった場合は無効試技と見なす。
2）競技者の投げた円盤やハンマーの一部が、競技者に近い側の囲いに

当たり、投てき物が囲いの境界より前方にある着地場所内に着地した
場合は、TR32.10を含む他の規則に違反してなければ無効試技とは
みなされない。

6. 世界記録が公認される種目・申請記録（CR32 CR37）
男女

35000ｍ競歩
50Km
35Km競歩.

記録申請の早期化
できるだけ速やかに（競技終了後、一週間程度をめどに）

◆2022年 主な規則修改正◆
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Vol.7大会Information
東京マラソン２０２１

主催：
共催：

主管：

市民ランナーが参加するのは3年ぶり。19,188人のランナーが新宿の都庁
前を出発。
今大会は「体調管理アプリへの登録」「PCR検査の実施」「各所における3
密を避けたフィジカルディスタンスの確保」などの感染症対策を徹底して開
催されました。

第2ウェーブのスタート

コロナウィルス感染症対策で、選手は指定のゲートから走れる服装で入
場し、各スタート待機場所に集合する。待機場所では1人１㎡のスペース
を確保して整列してもらい、3つのブロックに分けて3段階のウェーブスタ
ートを行った。それぞれのスタート時間に合わせて待機場所からスタート
地点へ移動し、スタートの号砲を待ってスタート！

一般財団法人東京マラソン財団

公益財団法人日本陸上競技連盟、東京都、読売新聞、日本テレビ放送
網、フジテレビジョン、産経新聞、東京新聞
公益財団法人東京陸上競技協会

その他：運営協力、特別協賛、など多数

日時：2022年3月6日（日）
天候・気温：晴れ・11.3度（湿度 29.7%）（スタート時）
スタート時間

9時05分：車いすマラソン・車いす10km
9時10分：マラソン・10km ※第１ウェーブスタート
9時25分：マラソン ※第２ウェーブスタート
9時35分：マラソン ※第３ウェーブスタート

参加者数（完走数・完走率）
マラソン： 19,057人 （18,265人・95.8%）
１０ｋｍ ： 131人 （ 129人・98.5%）
合 計 ： 19,188人 （18,394人・95.9%）

3月5日(土)エリート選手受付を京王プラザホテルにて開催

3月６日(日)スタート地点（都庁周辺）8時50分整列完了

GATE１の様子

エリート選手の前日受付 選手への配布物（エリート）

スタート３分前！
ギリギリまで選手との間隔をあけてもらっています
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＜競技結果（第1位）＞

マラソン男子
マラソン女子
車いす男子
車いす女子
１０K車いす男子
１０K車いす女子
１０K視覚障害者男子
１０K視覚障害者女子
１０K知的障害者男子
１０K知的障害者女子
１０K移植者男子
１０K移植者女子
１０Kジュニア＆ユース男子
１０Kジュニア＆ユース女子

＜コース高低図＞

＜コースマップ＞

＜12km付近給水所 7・8番用＞

＜コース上でのコロナウィルス感染症対策＞

給水所では、手前のテーブルに選手が集中して密になるため、アスリートビブスの下一桁の
番号を示したテーブルからドリンクを受け取ることとしていたため、大きな混雑は見られなかっ
た。トイレにおいては手先消毒用のスプレーおトイレ待ちの際のマスク着用を呼び掛けていた。

今年はスタート地点の他、水道橋付近、上野広小路付近、田町付近で
コースの変更がありました。

＜感染症対策のチラシ（ランナー編）＞

給水所に設置されたトイレと、消
毒用テーブル

次のトイレまでの距離の他、関
門までの距離と時間も表示

エイウド キプチョゲ（ケニア）
ブリジット コスゲイ（ケニア）
マルセル フグ （スイス）
喜納 翼 （日本）
松川 和史 （日本）
増田 汐里 （日本）
三國 文敬 （日本）
小野 沙織 （日本）
秋元 優弥 （日本）
幸長 菜央 （日本）
長谷川秀一 （日本）
松尾 和枝 （日本）
関野 稜介 （日本）
山﨑 めい （日本） 7
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Vol.9大会Information

室伏スポーツ庁長官と一緒に記念撮影

「オール陸上競技」は初めて、「障害の有無に関わらず、誰もが一緒に陸上競技で競い合い、お互いを理解し認め合う」をコンセプトに開かれた大会
３月２１日（日）「フレンドリー記録会」は、幅広く大勢の方に参加してほしい大会です。

増田会長スタートランプ体験 増田会長4×100mリレー参加 一流選手による陸上教室

交流イベント風景

オール陸上競技フレンドリー記録会
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Vol.10大会Information

聴覚障害者用
スタートランプ

山本選手が800mの世界記録にチャレンジ

オール陸上競技チャレンジ記録会

３月２６日（土）２７日（日）「チャレンジ記録会」は、記録が公認される為、日頃の練習成果を発揮する機会として「自分の限界にチャレンジ」してほしい大会です

車いすのスタート
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Vol.11大会Information

M・アカデミーが毎年6月に主催している小・中学生を対象とした陸上競技大会
小学1年生から競技会に参加する喜びを体験できる貴重な大会です。

開催日：2022年6月5日（日曜日）
開催競技場：大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場
グラウンド・コンデイション（12：00時点）：天候/晴れ、気温/28.5℃、湿度/44％、風向・風速/南西 2.2 m/s
参加人数：55０人 ※東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県 から参加

種目数：男女10種目

審判員が飛び方を
念のため説明

→ →
そして本番。
みんな元気にジャンプ！してました

危険防止のため小学生1・2年生用に
砂場から１ｍの位置に踏切線を作成

東京陸協加入団体の「Ｍ・アカデミー」では、陸上競技の普及、底辺の拡充を目的に、当時の日本陸上競
技連盟普及委員長の佐々木秀幸（現：Ｍ・アカデミー名誉会長）先生の発案で小・中学生を対象に、1996年
第1回大会を大田区民広場で開催いたしました。参加者は100名でした。
その後、毎年6月に開催し、参加者の増加と共に、第4回大会から大井陸上競技場に開催場所を移し、継続

して開催してまいりました。お陰様で、東京陸協の多くの審判員の方々のご協力とご支援を頂き、また協賛企
業として（株）ミズノや、地元の（株）メリーチョコレートカムパニー、都水道局、など数社のご支援、ご援助を頂
き開催を重ねて参りました。特に、小学生の低学年（1～3年生）の参加が可能な大会の為に、ジュニアクラブ、
団体等に人気があり、毎年、30～50団体の申し込みがあり、800人を超える小・中学生が参加した年もありま
した。その為、1日の開催が難しくなってまいりました。現在は600人の制限を設けて開催しています。
さて、今回の第25回大会は、コロナ感染症、オリンピックの開催等で開催できず、2年間休会しておりました

が、やっと競技場の使用が可能になり、コロナ感染症の予防対策を十二分に徹底させて6月5日、開催の運
びになりました。

550人のアスリートの卵の参加と、東京陸協の審判員110名のご協力を頂き、無事盛大に行われ、久々に
選手達の元気な姿と笑顔に触れ、継続の大切さをかみしめた1日でした。観戦スタンドを埋めた子どもや

お孫さんの活躍を久し振りに応援するご家族の方々のお姿も印象的でした。
審判員の方々を始め、関係各位の方々に、心より御礼申し上げます。
有難うございました。

Ｍ・アカデミー 会 長 石上 敬久
理事長 松村 定志

大会当日の石上会長

主催者よりお言葉を頂きました

中学2・3年年男子 100 m 中学女子4×100 m R

性別・種目
中学2・3年男子 200 m
中学2・3年男子 走幅跳
中学1年男子 1500 m
中学1年男子 1500 m
中学1年男子 1500 m
中学1年男子 1500 m
中学1年男子 1500 m
中学2・3年男子 1500 m
中学2・3年男子 1500 m

記録
22.89
6m64

4:41.08
4:42.10
4:42.12
4:39.70
4:39.88
4:16.73
4:13.91

氏名（学年）
茂木 康人さん(中3)
猪狩 悠人さん(中3)
山本 穂高さん(中1)
野口 敬古さん(中1)
倉持 元気さん(中1）
江上 泰正さん(中1）
平本 大河さん(中1) 
貝塚 祐さん(中3) 
森 啓太さん(中3)

所属
ミウラSC
ミウラSC
東京城北A.C.
出雲中
春日部葛飾中
東京城北A.C.
東京城北A.C.
東京城北A.C.
東京城北A.C.

大会新記録第25回小・中学生陸上競技交流大会

第25回Ｍ・アカデミー小・中学生陸上競技交流大階3年ぶりに、盛大に開催される！！
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Vol.01競技場紹介

大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場

公園全体の利用再開予定 （海上公園ガイドHPより）

飛行機と競走できる
競技場でもあります

隣は東京2020オリンピック
時のホッケー競技場

競技場の倉本さん
野球場6面(現在2面)・テニスコート等を有する都内有数規模の広いスポーツ公園内にある

第三種公認陸上競技場。トラックは400メートル8レーンの競技場でフィールドは天然芝に改修中。

（現在芝の養生中の為一部のフィールド競技は行えない事もあります）

公園内のホッケー競技場が昨年の東京2020大会の競技会場の準備工事・大会運営を行ってきた

関係で長らく利用出来ませんでしたが、今年４月中旬に利用再開となりました。

全天候舗装も今年３月頃に張り替えた様です（一部不具合がある様

ですが順次回収・修理をしています）

再開当初は利用可能な自動販売機が少なく少々不便でしたが

現在は解消しています。

競技場場正面からの出入りは
まだ出来ませんでした
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