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SAPPORO ATHLETICS ASSOCIATION 通算第１４号（2020年第１号）

ＪＡＡＦ 一般財団法人札幌陸上競技協会
ＳＡＰＰＯＲ０

発行：一般財団法人札幌陸上競技協会広報委員会 令和２年（2020年）４月２０日発行

シーズン開幕に寄せて

会 長 志 田 幸 雄

会員の皆様には、現下の新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大していく中で、何か

と不安な日々をお過ごしのことと拝察いたします。

この事態は、協会活動にも影を落とし、多くの人数が集まる施設の使用自粛が通達され、

会議、行事などが、次々と中止に追い込まれております。

2020東京オリンピック大会の札幌開催マラソン・競歩大会も2021年に延期されました。

来年夏の東京オリンピック・パラリンピック開幕に向けて、「札幌からオリンピック選手

を」合言葉に、選手強化の為に基金の活動し、最終年目に入りました。指導者・選手へは、

国際大会、日本選手権、国体、全日本学生、全国高校、全国中学大会出場への資金援助は、

継続いたします。これまで、ご協力いただきました企業(35社)・個人(21人)の方々に対し

まして、心からお礼申し上げますと共に更なるご協力をお願いいたします。

札幌からオリンピックへ「ひとりでも代表選手を！」送り出すことを合い言葉に、推進

しております基金の取り組みも、指導者・競技者・支援者・競技団体が一丸となって走り

ぬく今シーズンであって欲しいと願います。

今年は、先人たちが作り上げてきました輝かしい90年の節目を迎え、心新たに飛躍を誓

っているところであります。創立90周年（式典・記念誌作成等）に向けて、皆様からの力

強いご指導、ご協力を重ねてお願い申し上げます。

2023年には、札幌開催の全国高校総体（インターハイ）を見据えた強化や審判育成、施

設設備の充実、審判技術の向上も図らなければなりません。普及、強化委員会はもとより、

中体連・高体連・学連が連携協力しながら支えていただきますようお願いいたします。

札幌市厚別公園競技場検定延期のためシーズン前半は、札幌市円山陸上競技場のみでの

大会開催となります。会員の皆様の協力のもとに、常務理事・理事が一体となり大会等事

業活動の遂行に向けて取り組まれますよう引き続き、お願いいたします。

沢山の子ども達をはじめ参加者、関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、今後の

大会日程も状況に応じて中止、変更することになりますが、開催を楽しみにしていただい

ている皆様には、急なご案内となりご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお

願い申し上げます。延期の事業に関しては、後日改めてご案内させていただきます。

最後になりましたが、当協会ではこれまで以上にスポーツの溢れる活力を会員の皆様と

ともに皆様へお伝えし、盛り上げていけるよう精進していく所存でございます。

２０２０年度も関係諸団体各位のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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一般財団法人札幌陸上競技協会 ２０１９年度 事業活動総括

２０１９年を振り返り
専務理事 金 子 博 之

今年度予定されていました29競技会を終了することができました。参加された競技者の
皆様、審判員の皆様、後援・協賛頂きました各団体のご協力の賜と心より感謝いたします。

【各大会開催事業】
今年度は札幌陸協主催・主管29競技会、学連審判協力大会８競技会が昨年度のような地

震・台風による中止や延期もなく予定通りに開催されました。しかし、大きな自然災害が
頻繁に起こる現況から、常に危機意識を持ちながら大会準備等にあたる必要性をあらため
て感じているところです。
今年度の南部記念大会はGPシリーズ・アジアパーミットに指定されて実施されました。

同じくアジアパーミットに指定された北海道マラソンは東京2020パラリンピック視覚障が
い代表選手選考大会として、札幌陸協はもとより、全道の地方陸協にご協力をいただき実
施されました。豊平川マラソン、北海道マラソン・車いすマラソン、札幌マラソンには１
００名を超える学連審判員にご協力をいただきました。特に北海道マラソンでは視覚障が
いの部で２つのアジア新記録が樹立されました。
また、今年度より主催大会の医務員について、さっぽろ病院の原先生のご協力を得て、

医師・看護師を派遣して頂きました。誠にありがとうございました。

【強化事業と大会結果】
今シーズンも多くの輝かしい結果が残されました。
特に、城山正太郎選手（ゼンリン）が走幅跳で８ｍ40の日本新記録を樹立、世界選手権

では決勝に進み11位という成績を残しました。また、御家瀬 緑選手（恵庭北高）が日本
選手権100ｍで高校生として29年ぶりに優勝、インターハイ100ｍでは２連覇を達成しまし
た。両名の他にも、多くの社会人・大学生・高校生・中学生・小学生が全国大会で上位入
賞をするなどの活躍を見せてくれました。
これは、選手、各チームの指導者の努力、強化委員会による強化合宿、強化練習会によ

るものと感謝し、来シーズンの活躍も大いに期待するところです。

【選手強化育成基金】
2017年度から始まりました「選手強化育成基金」は多くのご協力企業や札幌陸協会員の

皆様のご協力により、今年度も８０万円を超える基金増資を得ることができました。そし
て、多くの強化選手に助成金をお渡ししました。今後とも札幌陸協所属選手の強化のため
基金へのご協力をお願い致します。

【競技場整備】
厚別競技場では、スタンド下通路がコンクリートからウレタン仕様に変更されました。

また、11月下旬に予定されていた主競技場検定が工事日程の事情により、来年６月末まで
延期されました。（補助競技場については11月下旬に検定が終了）７月中は東京オリンピ
ック サッカーの参加国の練習会場として利用されることになっています。このことから、
４月～７月まで厚別競技場（主競技場）での競技会開催ができないことになりました。な
お、検定に関わって競技場備品については、要請事項の多くが認められました。円山競技
場では、100ｍスタート付近のウレタン改修が実施されました。

【創立90周年事業】
記念式典については、2020年12月開催に向けて準備を進めていきます。記念誌について

は、６月に第１回編集委員会を開催し、2021年度発行に向けて、編集方針等を確認しまし
た。

2020年度は、札幌で東京オリンピックのマラソンと競歩が開催されることに決定された
ことや厚別競技場検定延期のためシーズン前半は円山競技場のみでの大会開催となること
などから、本協会の事業を遂行するにあたり、例年にも増してのご支援・ご協力をお願い
することになろうかと思います。何卒、よろしくお願い致します。
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２０１９年度 総務委員会報告
１ 会議報告
⑴ 常務理事会
○第１回常務理事会
日時・場所 ２０１９年２月８日（金）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

○第２回常務理事会
日時・場所 ２０１９年３月26日（火）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

○第３回常務理事会・栄章委員会
日時・場所 ２０１９年11月７日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

⑵ 監査
○２０１８年度 監査
日時・場所 ２０１９年１月26日（土）１０時００分～ 札幌市中島体育センター

○２０１９年度 中間監査
日時・場所 ２０１９年11月１日（金）１８時００分～ 札幌市中島体育センター

⑶ 理事会
○第１回理事会
日時・場所 ２０１９年２月21日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

（報告事項）
ア）２０１８年度事業活動報告 イ）その他

（協議事項）
第１号議案 ２０１８年度収支決算書、監査報告
第２号議案 SAPPORO選手強化育成基金報告、監査報告
第３号議案 ２０１９年度事業計画（案）
第４号議案 SAPPORO選手強化育成基金、２０１９年度強化選手候補者提案
第５号議案 ２０１９年度事業計画収支予算（案）
第６号議案 一般財団法人札幌陸上競技協会 定款の一部変更について
第７号議案 ２０１９・２０２０年度役員選考について

（その他）

○第２回理事会
日時・場所 ２０１９年３月17日（日）１８時００分～「つどーむ」２階会議室

（報告事項）
（１）２０１９年度方針について （２）北海道陸協報告
（３）その他

（協議事項）
第１号議案 代表理事の選任について
第２号議案 常務理事、顧問、参与及び事務局体制について
第３号議案 名誉会長の推挙について
第４号議案 特別功労者について
第５号議案 事業（競技会）担務について
第６号議案 各理事から検討内容

（その他）
（１）厚別競技場使用について （２）競技会運営に関わって
（３）各専門委員会、トレーナー名簿、担当関係名簿の提出
（４）３月２６日（火）常務理事会

○第３回理事会
日時・場所 ２０１９年11月14日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

（報告事項）
（１）２０１９年度栄章委員会報告（２）事業中間報告（専務理事・各専門委員会）
（３）厚別競技場検定延期報告 （４）競技会、マラソン大会報告
（５）創立９０周年事業報告（記念誌編集委員会及び記念式典時期）
（６）北海道陸協理事長会議報告 （７）派遣役員報告（2019全国障害者スポーツ大会、2020青梅マラソン）
（８）2019年度ビジョン計画の海外合宿実施について
（９）審判昇格申請報告 （10）市民スポーツ賞推薦者報告
（11）厚別競技場検定に関わる計画状況に伴う2020年度事業計画手順報告
（12）2023高校総体札幌市開催要望書（8月末札幌市提出）
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（協議事項）
第１号議案 中間監査について
第２号議案 「選手強化育成基金」2020年終了に伴う今後の方針について
第３号議案 2020年度札幌市への要望事項について
第４号議案 事務局体制について
第５号議案 競技会時の写真撮影規正について
第６号議案 消費税アップに伴う参加料値上げの必要性にていて
第７号議案 東京オリンピックマラソン、競歩札幌開催に伴う対応について
第８号議案 東京オリンピック札幌陸協関係代表選手壮行会について
第９号議案 クラブチームの団体登録について
第10号議案 各委員会懸案事項について

（その他）
（１）記録１０傑について （２）厚別競技場に検定に関わって（用器具）
（３）納会開催日程（１２月８日（日））（４）指導者講習会の実施について
（５）アスリートランキングバージョンアップ３講習会の実施について
（６）東京オリンピック聖火リレーサポートランナー（小学生）の推薦について
（７）各専門委員会２０２０年度予算について

⑷ 評議員会
○第１回評議員会
日時・場所 ２０１９年３月16日（土）１０時００分～ 札幌市中島体育センター

（協議事項）
第１号議案 評議員の辞任と就任について
第２号議案 ２０１９・２０２０年度役員選考について
第３号議案 ２０１８年度事業活動報告
第４号議案 ２０１８年度収支決算書 、監査報告
第５号議案 SAPPORO選手強化育成基金報告、監査報告
第６号議案 一般財団法人札幌陸上競技協会定款の一部変更について

（報告事項）
（１）２０１９年度事業計画（案）（２）２０１９年度事業計画収支予算（案）
（３）SAPPORO選手強化育成基金２０１９年度強化選手候補者提案
（４）その他

２ ２０１９年度登録会員数 ： 別 添（資料札幌陸協保管）

３ トレーナー活動
厚別・円山各陸上競技場及び「つどーむ」にトレーナーを派遣した。
トレーナー要員の業務内容の理解とさっぽろ健康スポーツ財団のニーズにこたえるた

めに、トレーナ要員のプロ化を図った。（一人複数回 / 月を可能とした。）

２０１９年度 競技委員会報告

１ 研修会、講習会の開催指導
（１）４月に厚別公園競技場で審判委員会による審判講習会の実施により、ルール改正に

ともなう部分の確認、新規審判登録など年度当初の実施は効果的であり、今後も適切
に実施することを期待する。

（２）数年、審判員不足の課題は周知のとおりだが、各協議会において、柔軟に審判編成
がされていることに感謝したい。しかし、審判編成上、明らかに審判員が足りない競
技会において、スタート審判長や招集所審判長の無理な配置は今後、検討して行く必
要があると考えられる。

（３）審判員不足の課題は残るが、投擲や跳躍においての記録・情報については、端末を
活用して、審判員不足の解消につなげていただきたい。（スタンダードとして）

２ 競技日程の編成、各競技会実施要項の作成及び周知
（１）予定通り大会を開催することができた。ただし、大会によっては審判員の不足でご

迷惑かけた部分もあった。
（２）実施要項を札幌陸協ホームページに掲載し、情報発信、要項をダウンロードしてい
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ただく形や、アスリートランキングでの申込は定着した。情報委員会ならびに北海道
印刷企画には、速やかな対応を含め、感謝申し上げる。

３ 北海道陸上競技協会競技委員会及び北海道学生競技連盟との連絡提携
（１）国体、北海道選手選考会の申込については、滞りなく開催陸協に申し込むことがで

きた。しかし、各学校において、申込期限内にデータが送信されないなどもあった。
（２）札幌選手権大会は、参加人数が例年になく少なかった。実施日が高校の期末考査前

と重なったことが影響した。
（３）北海道マラソンの審判数については、報告によると昨年度より少なかったと聞いて

いる。中学校の新人戦と重ならないように配慮していただいたが、思うように審判員
が増えなかった。次年度については、南部大会と北海道マラソンが中止になったが、
再来年度実施の際には、札幌陸上競技協会に関わっている先生方や学連の一層の協力
をお願いしたい。

（４）南部大会については、観客が見て楽しい競技会運営を追求して、ゆるキャラなど工
夫を凝らしたことは一定の成果があったと思うが、実施時期が悪く、トップ選手が来
札しないことには競技会は盛り上がりに欠けると考えられるので、北海道陸上競技協
会と連携しながら進めていきたい。

４ 大会および記録会等の会場調整について
（１）２０２０については、厚別競技場の検定が６月までかかること、オリンピックのサ

ッカーの練習会場として厚別競技場が７月一杯使用する。これにより、４月から７月
まで厚別競技場での競技会（月により補助競技場は使用可）は実施できない。

（２）上記により、小中高の各競技会、記録会等の使用日時はお互いに配慮と工夫が一層
求められるのでご理解いただきたい。

５ その他
（１）札幌記録会への参加は今年度も多くあり、ニーズもある。ただ、すべての要望に応

えることは不可能である。ニーズに応えつつ、また、会計面（赤字決算防止）を考慮
に入れ、午前９時前後に始まり、午後５時前後には終わるよう、実施種目を検討して
いきたい。

（２）引き続き、厚別競技場のメインスタンド前の幅跳びピットを１ピットから２ピット
への改修を陸協から札幌市へ強く要請をしていただきたい。

（３）合わせて、円山競技場のスタンド前の鉄製手すりの早期改修（老朽化）と審判室内
の天井を含む（改修）を強く要望する。（大きな事故の予防）

２０１９年度 審判委員会報告

１ 審判研修
（１）北海道陸上競技協会伝達講習会受講

３月10日 出席；井上、安岡、小川、楯石、玉井、岩間
（２）札幌陸協審判講習会

４月20日 厚別競技場役員室
規則改正、諸問題について
参加者数 120名

（３）札幌陸協審判研修会
４月20日 厚別競技場フィールド内 参加者数 30名
光波測定器による距離計測実習

（４）学連審判講習会への支援
４月30日 厚別競技場会議室 学連競技会終了後

規則改正についての講習会への講師派遣（小川）
10月12日 円山競技場役員室 学連第３戦終了後

規則改正についての講習会への講師派遣（小川）
（５）北海道陸上競技協会審判研修会（全国大会視察報告）への参加

１月26日 会場；札幌東豊高校
参加者 小川・安曇・遠藤他



- 6 -

札幌陸協情報 令和２年４月２０日発行 第１号

２ 競技会審判について
（１）審判希望調査 （回収数・率）

前期希望調査 ３月２２日締切 (１６５・６２．０％)
中期希望調査 ６月１３日締切 (１３９・５２．３％)
後期希望調査 ８月 ５日締切 （１２７・４７．７％）

（２）審判用品の斡旋
手帳更新など随時注文を受けている

（３）審判昇格手続き 2020年度 Ｓ級３名 Ａ級２名 高校Ｂ級１０名

３ 今後の活動計画と要望
（１）２０２３年北海道インターハイに向けた審判昇格の促進
（２）中高陸上競技部顧問で審判未登録者への審判登録促進
（３）審判業務の長期にわたる不参加会員の所在確認

２０１９年度昇格された方々
〔Ｓ 級〕３名

井上 晃男、平野 伸也、安曇 範子

〔Ａ 級〕３名
谷 知樹、遠藤 典康、岩渕 諭

〔高校Ｂ級〕８名
札幌大谷高校 北野 詩織、中村 水優
北星大附属高 木村 琉聖、髙橋耕太郎、宇ツ木愛里
野幌高校 板垣 涼、篠原 翼
札幌東豊高校 嶋本 杏菜

２０１９年度 記録委員会報告
１ 本年度業務
（１）記録委員会

①本年度事業計画の確認と具体的な取り組み
②業務分担（記録申請、札幌記録の管理、固定ベース管理
各報道機関への資料提供、通信大会記録集計、その他）

２ 競技会記録の調査・収集保管、情報提供
（１）各大会の大会記録等の調査、変更手続き
（２）各大会の決勝記録一覧表の歩憂っ同期間への提供
（３）10傑記録表の作成
（４）札幌記録表の訂正・HP掲載
（５）本年度樹立された札幌記録等の常務理事会報告

３ 競技会記録の公認申請
（１）４月 競技会記録公認申請事務開始（日本陸連DBへすべて電子申請）
（２）申請・報告件数

①公認申請件数
主管大会
主催大会

②道陸協へ報告した件数 ２５件
主管大会 ２２件
主催大会 ３件

（３）３月 道記録公認申請事務講習会への参加（予定）

４ その他
・来シーズンよりアスリートランキングのバージョンを３にする。関係機関と打ち合わせ
を行う。
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・タブレット型PCの購入および厚別競技場のWi-fi化により、フィールド内での入力がやり
やすくなり、記録の発表までの時間を短縮することができるだけでなく、大学生、クラ
ブチームの保護者にも入力作業とお願いすることができるようになった。

２０１９年度 強化委員会報告

１ 合宿
高 校
① １月8日（火）～14日（月）道外合宿

那覇市 コーチ7名 選手34名
② 3月22日（金）～４月３日（水）中長距離合宿（男子）

東京都他 コーチ １名 選手７名
③ 11月6日（水）～9日（土）U19北海道地区合宿

つどーむ コーチ1名 選手33名
中 学
① 1月7日（月）〜 9日（水）札幌市

コーチ10名 選手37名
② 3月28日（木）～30日（土）函館市

コーチ 8名 選手30名

２ 札幌陸協中学強化練習会

種目 日時 場所 選手数 種目 日時 場所 選手数
短距離 1月5日 つどーむ 120 中長距離 1月5日 アリーナ 100

1月12日 つどーむ 120 1月19日 つどーむ 120
1月26日 真駒内曙中 40 1月26日 アリーナ 90
2月16日 つどーむ 120 2月2日 アリーナ 120
2月23日 前田中 80 2月11日 アリーナ 80
3月16日 つどーむ 100 2月16日 滝野公園 100
3月23日 真駒内曙中 80 2月23日 札幌大学 70
10月20日 真駒内曙中 50 2月24日 アリーナ 120
11月23日 前田中 50 3月3日 つどーむ 80
12月7日 ハイテク 50 3月9日 アリーナ 80
12月21日 前田中 80 3月16日 つどーむ 120

跳躍 1月20日 東栄中 15 3月23日 つどーむ 70
2月3日 東栄中 15 4月6日 真駒内公園 100
2月17日 東栄中 15 4月13日 つどーむ 70
3月3日 東栄中 15 4月20日 真駒内公園 70
3月16日 つどーむ 40 11月16日 アリーナ 80
11月9日 新琴似中 15 11月30日 アリーナ 80
11月17日 もみじ台、発寒中 15 12月7日 アリーナ 80
12月8日 もみじ台、発寒中 20 12月14日 つどーむ 120
12月21日 前田中 15 12月21日 アリーナ 80
12月22日 もみじ台、発寒中 20

投擲 3月16日 つどーむ 15
12月14日 福井野中 20
12月27日 福井野中 20
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２０１９年度 普及委員会報告

①室内陸上クリニック（3月16日：つどーむ） ５１９名参加
②駅伝練習会（4月20日：真駒内） ４８チーム参加
③大沼駅伝（4月29日：大沼）
男子A 優勝、男子B 3位、男子C 4位、女子A 優勝

④小学陸上大会（6月8日：円山） ４４２名参加
第1回普及委員会 ※南部出場選手選考

⑤札幌トリムラン（6月9日：真駒内）
⑥全道小学大会出場者合同練習会（6月30日：厚別）
⑦南部忠平陸上札幌選抜リレー練習会（7月6日：厚別）
⑧南部忠平陸上（7月7日：厚別）
小学生男子 3位、女子 3位 中学生男子 5位、女子 2位

⑨全道小学生大会（7月14、15日：札幌） 個人１２８名、リレー２３チーム参加
男子優勝…３、2位…５、3位…０、4～8位…28
女子優勝…４、2位…２、3位…４、4～8位…18

⑩小学陸上教室兼中学記録会（8月3日：円山） １４５名参加
全国小学大会参加者合同研修会（円山）

⑪全国小学交流大会（8月10日：横浜）
6年男子 100m 舛田（簾舞） 予選 3位 12秒49、B決勝 5位 12秒71
5年女子 100m 髙橋（桜山） 予選 2位 13秒89、B決勝 8位 14秒28
女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 圓山（C-３） 1855点 13位
混合４００ｍR 新札幌陸ク 予選 3位 51秒94、A決勝 6位 52秒14

⑫札幌小中学駅伝（9月8日：真駒内）※北海道中学駅伝札幌選抜選考 １４６名参加
⑬川崎記念陸上（9月16日：円山） ４１３名参加
第2回普及委員会 ※ちびっこ駅伝出場選手選考

⑭市民大会（9月28日：厚別） リレー１３６チーム、個人９８名参加
⑮北海道中学駅伝大会（10月5日：新得）
男子 準優勝、女子 優勝

⑯北海道ちびっこ駅伝練習会（10月～11月）
⑰北海道ちびっこ駅伝大会（11月2日：厚別） ３１５名参加
優勝３、準優勝４，3位５

⑱第3回普及委員会（年度反省・次年度計画）

２０１９年度 施設委員会報告
１ ロードレース競技コース点検
（１）日刊スポーツ 豊平川マラソン

４月23日（火）計測及び点検
５月４日（土）コース点検、関門、給水箇所の点検

（２）北海道マラソン、車いすマラソン
７月17日（日）走路の破損等の点検
８月８日（木） 〃
８月11日（日）コース点検、関門、給水箇所の点検
８月24日（土） 〃

（３）札幌マラソン
９月２日（月）コース点検、関門、給水箇所の点検
９月20日（金） 〃
10月５日（土） 〃

２ 各競技場整備点検
（１）長距離用腰ゼッケン等の点検補充（円山・厚別競技場）

３月30日（土）、４月６日（土）総務委員会と合同で点検
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（２）円山競技場 スタート地点の補修確認
４月21日（日）100ｍスタートライン付近の走路ゴムの修理を確認

日本陸連検定員・総務委員長と合同で実施

３ 厚別競技場補助競技場検定
（１）11月22日（土）日本陸連検定員による検定の立ち会い

会長、専務理事と合同で行う

４ 円山・厚別競技場トレーナー実施報告

２０１９年度 情報委員会報告
１ アスリートランキング
(1) アカウント数※【別紙】参照
・契約アカウント数は60,000に対し、2020/2/7時点の消費数は56,092である。
・3/15 の室内陸上分 が追加となるが、昨年の実績値が約2,000件であるため、
2019年度も追加契約することなく計画数通りの消費量となる⾒込みである。

(2) アスリートランキングv3運用について
・2020年度よりv3での運⽤を計画しているが、Excelやcsvファイルの⼊出⼒関連を
中心とした改善要望をAR社に提示、改修待ちの状態である。

２ 情報機器関連
(1) インターネット環境
・円⼭競技場で使⽤するポケットWifi5台の機器を更新した。
・一方で、円山競技場のインターネット環境整備は、札幌市へ要望中。
(2)パソコン
・Windows7サポート終了に伴い、Windows10-PCへの更新を進める。
2020年度も継続して更新を進める。

(3)タブレット
・iPadを新たに10台購入し、全20台とした。
(4)プリンター
・A3印刷対応のプリンターを購入し、厚別/円山それぞれに1台ずつ配備した。

３ アナウンス関連
・南部陸上にて、⾳楽(BGM/ファンファーレ等)の楽曲追加/運⽤変更(競技中に流す等)
を⾏った。その後の札幌陸協主催⼤会の⼀部でも継続使⽤している。

No 期日大会名会場アカウント使用数
1 2019/4/29 小・中記録会1 札幌円山1,981
2 2019/4/30 学連1戦札幌厚別1,000
3 2019/5/2 札幌記録会1 札幌円山1,286
4 2019/5/3 札幌記録会2 札幌円山1,012
5 2019/5/6 小・中記録会2 札幌円山2,080
6 2019/5/11 学連2戦札幌円山533
7 2019/5/11-12 第32回高体連春季札幌厚別2,173
8 2019/5/18-19 第48回春季札幌中札幌円山3,448
9 2019/5/21-24 第72回高体連支部札幌厚別5,278
10 2019/5/31-6/2 北海道インカレ札幌厚別1,191
11 2019/6/8 第35回⼩学⽣陸上札幌厚別948
12 2019/6/9 札幌記録会3 札幌円山917
13 2019/6/22-7/1 第72回中体連札幌円山3,229
14 2019/6/23 北⼤対東北⼤定期札幌円山389
15 2019/6/23-29 第65回 通信陸上札幌厚別3,759
16 2019/6/30 中⻑競技会岩⾒沢145
17 2019/6/30 地区体岩⾒沢87
18 2019/7/7 第32回南部忠平記札幌厚別685
19 2019/7/13 札幌中学陸上競技札幌円山1,756
20 2019/7/14-15 北海道⼩学陸上札幌厚別1,789
21 2019/7/14-15 第37回北海道⼩学⽣陸上札幌厚別2,471
22 2019/7/19-21 北⽇本インカレ札幌円山2,065
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23 2019/7/31-8/1 第7回札幌中学選札幌厚別3,301
24 2019/8/3 札幌⼩学⽣陸上競札幌円山361
25 2019/8/3-8/30 (未使用Ver2)札幌選手権札幌厚別1,119
26 2019/8/17 北海道⼤学駅伝モエレ沼44
27 2019/8/17-18 第51回高体連新人札幌厚別2,309
28 2019/8/17-18 第48回中体連新人札幌円山2,951
29 2019/8/29-30 (テスト) 札幌厚別493
30 2019/8/31-9/1 第84回札幌選手権札幌厚別1,394
31 2019/9/8 第7回ハイテクAC 札幌円山1,438
32 2019/9/16 第30回川崎記念陸札幌円山1,055
33 2019/9/21-23 北海道学⽣CH 札幌円山1,099
34 2019/9/28 第60回市⺠体育⼤札幌厚別649
35 2019/10/12 学連3戦兼STA 札幌円山951
36 2019/10/14 札幌中学特殊種目札幌円山647
37 2019/12/21-22 (機能テスト大会) 札幌厚別64

合計56,097
38 2020/3/15 室内陸上 ※2019実績※ つどーむ1,995
※室内陸上含む⾒込み58,092

２０１９年度 広報委員会報告
１ ホームページ管理
（１）ホームページのリニューアル（2019年８月１日より）
（２）ホームページの更新作業
（３）ホームページのデータ整理（過去データ削除）
（４）常時ＳＳＬ化（セキュリティー強化）
（５）スマートフォン対応

２ 広報発行
（１）第１号（２０１９年４月２０日発行）通算第１２号
（２）第２号発行（２０１９年１２月８日発行）通算第１３号

３ 報道機関との連携
（１）新聞・雑誌等への情報提供及び掲載依頼

４ 他の陸上競技団体との連携（情報交換）
（１）公益財団法人日本陸上競技連盟事務局
（２）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

２０１９年度 財務委員会報告

１ ２０１９年度収支決算及び監査報告（別添 資料札幌陸協保管）
※会計関係資料は、札幌陸協事務所にて情報開示しております。
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２０１９年 札幌陸協・北海道陸協 表彰

１ 北海道陸協関係（札幌陸協からの推薦分）（一部追記）
（１）審判功績章（表彰規程第３条（４）に基づく申請）
①札幌陸協より３名の推薦
鈴木 克子 佐良土 茂子 田中 政市
※道陸協本部推薦 藤村 勝江（12月道陸協）

（２）南部記念章（表彰規程第３条（３）に基づく申請）
①高校生競技者又は18歳未満の勤労競技者の指導者として、特に貢献のあった者
長谷川 論 （北海高校）

②中学生競技者の指導者として、特に貢献のあった者
北清 貴裕記 （北都中）
→日本陸連栄彰＜中学優秀指導者章＞（3月日本陸連）

※道陸協本部推薦 功績章 安曇 範子（12月道陸協）
※日本陸連栄彰＜高校優秀選手章＞石堂 陽奈（立命館慶祥高）（3月日本陸連）

２ 札幌陸協関係
（１）功労章

本協会の発展に特に功労のあった５０歳以上の者に功労章を授与する。
恩村 一郎 藤井 保 藤村 勝江 高野 洋史 梅津 義信

（２）審判功績章
本協会の審判員としてその運営に顕著な功績が有り、技術・人格とも優れた４０歳

以上の者に審判功績章を授与する。
西尾 行信 小西 淳一 野間 一也 吉川 伸彦 中村 祐司
渋谷 俊之 小森 勝

（３）指導者章
選手の育成指導に貢献のあった者に対して特別章を授与することができる。
＜中学校＞ 因幡 拓哉 （札幌市立青葉中）
＜高 校＞ 須藤 敏明 （札幌東商業高）
＜ジュニア＞ 高橋 秀典 （チームＣ－３）

３ 選手賞
（１）優秀選手章、奨励選手章、札幌記録章
（２）最優秀選手章…選考された優秀選手の中から１名を選出する。

城山 正太郎選手（ゼンリン）

2019年度 札幌陸上競技協会 優秀選手
■男子

氏名 所属 全国大会等での活躍 日 日 札 参考
本 本 幌

(日本選手権，国体，日本IC，ＩＨ他) 記 10 記
録 傑 録
樹 樹
立 立

高橋 佑輔 北海道大 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽ1戦 1500m 3.44.43 ○
村尾 宥稀 明治大 74.国民体育大会 10,000mW 40.54.48 ○
城山 正太郎 ゼンリン 1.ｱｽﾘｰﾄﾅｲﾄｹﾞｰﾑｽ 走幅跳 8m40(+1.5) ○ ○
村尾 宥稀 明治大 102.日本選手権 5kmW 20.18. ○

102.日本選手権 10kmW 40.46. ○
102.日本選手権 15kmW 1.01.37. ○
102.日本選手権 20kmW 1.23.27. ○

井戸 優希(3) 北海高 7.全国高校選抜 600m 1.20.43
井澤 真(2) 立命館慶祥高 13.U18日本選手権 100m 10.64(-0.5)

13.U18日本選手権 200m 21.32(-0.5)
伊藤 駿(3) 恵庭南高 U18日本選手権 走幅跳 7.28(-0.4)
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■女子
氏名 所属 全国大会等での活 日 日 札 参考

躍 本 本 幌
記 1 記

(日本選手権，国 録 0 録
体，日本IC，ＩＨ 樹 傑 樹

他) 立 立
宮園 彩恵 国士舘大 15.ﾄﾜｲﾗｲﾄ･ｹﾞｰﾑｽ 400m 54.68 ○
御家瀬 緑(3) 恵庭北高 7.道ハイテクAC杯 100m 11.46(+1.4) ○

72.全国高校 〃 11.50(+1.0) ○
72.高体連札幌支部 〃 11.57(-0.2) ○
103日本選手権 〃 11.67(+1.6)
72.全国高校 200m 23.97(+2.3)

石堂 陽奈(2) 立命館慶祥高 72.全国高校 100m 11.56(-0.1) ○
〃 〃 32.南部忠平記念 11.62(+0.8) ○
〃 〃 74国体 〃 12.03(-0.5)
〃 〃 U18日本選手権 〃 11.95(+0.6)
〃 〃 72.全国高校 200m 23.67(+1.3) ○
〃 〃 72.北海道高校 23.99(+0.4) ○

西澤 汐梨(3) 札幌月寒高 ホクレンディスタンス 800m 2.11.71 ○ 士別
72.全国高校 〃 2.11.56 ○
U20日本選手権 〃 2.11.89 ○
U20日本選手権 〃 2.11.75 ○
札幌高校女子 〃 2.12.17 ○
全国高校選抜 600m 1.33.87 ○ 予選

芝田 愛花 環太平洋アジア大 U20日本選手権 100mH 13.45(-0.5)
松田 奈夏(2) 立命館慶祥高 U18日本選手権 走幅跳 5.82(-1.0)
水口 爽(1) 立命館慶祥高 U18日本選手権 走高跳 1.68
鈴木 里沙(1) 北海高 74国体 100mH 13.90(+1.6) ※少年B

2019年度 札幌陸上競技協会 奨励選手
■男子

氏 名 所 属 全国大会等での活躍 日 札
本 幌

(国体，全日本中学，全国小学，全道小学 中 記
他) 学 録

10 樹
傑 立

菅原 将人(3) 北白石中 21.北海道ジュニア 砲丸投(5.0kg) 14m04 ○
50.北海道中学 砲丸投(5.0kg) 13m88 全国大会出場
7.札幌中学選手権 砲丸投(5.0kg) 13m62
60.札幌市民大会 砲丸投(5.0kg) 13m33

野崎翔太郎 TONDEN.RC 60.札幌市民大会 4×1500mR 17.40.84 ○
槇 航太郎 混成
中山 颯翔
大橋 正昊
澤村 昇利 あいの里東中 60.札幌市民大会 4×1500mR 18.00.75 ○
野々瀬 海凪
葛西 慶人
三上 琉聖
森山 創生 平岡綠中 50北海道中学 400m 2位 51.15 全国大会出場
大橋 正昊 八軒東中 50北海道中学 1500m 3位 4.07.43 全国大会出場
後藤 大晴 柏丘中 50北海道中学 砲丸投 3位 13m25 全国大会出場
宮澤 朝凪(2) 開成中 26北海道中学新人 400m 2位 53.24 追加
澤村 昇利(2) あいの里東中 26北海道中学新人 800m 1位 2.04.01
田森 大貴(2) 山鼻中 26北海道中学新人 800m 2位 2.07.29
槇 航太郎(2) 開成中 26北海道中学新人 1500m 1位 4.20.02
鼻野木悠翔(2) 北白石中 26北海道中学新人 3000m 1位 9.10.38
小山田喜貴(2) 藻岩中 26北海道中学新人 110mH 3位 16.99(-1.5)
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田端 一生(2) 屯田北中 26北海道中学新人 走高跳 2位 1m77
竹田 龍一(2) 南が丘中 26北海道中学新人 走幅跳 1位 6m39(+4.3) 6.08(+

0.1)
東海林 昂(2) 栄中 26北海道中学新人 四種競技 2位 1974
吉田 北斗 新札幌陸ク 35全国小学 100m 8位 13.89(-0.1)
高橋 講一郎 チームＣ－３ 37.北海道小学 1500m 1位  4:54.13
舛田 快理 簾舞小 37.北海道小学 100m 1位 12.68 (-1.4)
河津 匠 TONDEN.RC 37.北海道小学 1500 1位  4:53.76
広瀬 雄大 厚別アスリートアカ 37.北海道小学 コンバインドA 3位  2065 ○

デミー
高木 篤生 新札幌陸ク 37.北海道小学 コンバインドB 1652 ○
中村 梨乃 TONDEN.RC 37.北海道小学 4x100mR 1位  1:03.11
大西 莉代奈
春日 小和
大野 紗

■女子
鮫澤 聖香 前田中 50北海道中学 200m 2位 25.73(-2.4) 全国大会出場
上西 彩未(3) 新川中 65.通信陸上 800m 1位 2.12.17 ○

50.北海道中学 1位 2.13.46
上西 彩未(3) 新川中 46.全国中学 1500m 4位 4.26.97 ○

〃 〃 50.北海道中学 〃 1位 4.32.45 全国大会出場
上西 彩未(3) TONDEN.RC 26.北海道中学新人 3000m 9.58.20 ○
鎌田真由香(3) 柏中 46.全国中学 4×100mR 49.10 ○
見澤 萌栞(3)
岡村 侑奈(3)
國分 美涼(3)
上西 彩未 TONDEN.RC 札幌中学特殊種目 1000m 2.58.52 ○
始関 千華 札幌陸協 札幌中学特殊種目 2000m 6.50.30 ○
松田ひなた 札幌中学選抜 60.札幌市民大会 4×800mR 9.55.84 ○
原田 椎菜 (混成)
後藤 栞乃
始関 千華
夏井 和 北の沢小 37.北海道小学 小6 800m 2.25.71 ○
澤田 花 前田メロス 30.川崎記念 小3ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 25m11 ○
新田 羚夏 NTAC 30.川崎記念 小4ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 36m44 ○
圓山 莉菜 チームC-3 60.市民大会 小6ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 42m23 ○
神田 琉杏(2) AAA 26北海道中学新人 ２年100m 3位 12.73(+1.8) 訂正
佐藤ありさ(2) 清田中 26北海道中学新人 200m 1位 26.13(-1.1)
始関 千華(2) 札幌陸協 26北海道中学新人 3000m 3位 10.27.55
神保 妃里(2) あいの里東中 26北海道中学新人 100mH 3位 15.71(-0.9)
東屋萌乃香(2) 星置中 26北海道中学新人 走高跳 2位 1m51
千葉紅美和(2) 栄忠 26北海道中学新人 走幅跳 1位 5m29(+1.9)
神田 琉杏(2) AAA 26北海道中学新人 走幅跳 2位 5m18(+1.8)
坂下 琉菜(1) 前田中 26北海道中学新人 走幅跳 3位 5m13(+0.3)
東 侑亜(2) 東栄中 26北海道中学新人 砲丸投 2位 10m64 訂正
津川歩乃梨(2) 手稲中 26北海道中学新人 四種競技 1位 2160
清水 礼(3) 真駒内曙中 65.通信陸上 ３年100m 1位 12.56(+1.2) 全国大会出場

追加
上野 香菜 道ﾊｲﾃｸACｱｶﾃﾞﾐｰ 37.北海道小学 コンバインドA 1747 ○
圓山 莉菜 チームC-3 37.北海道小学 コンバインドB 1947 ○
岩野 美心 新札幌陸上クラブ 37.北海道小学 4×100mR 6位 52.14
谷田 煌里 (混合)
森江 渚早
溝延 亘
髙橋 理桜 真駒内桜山小 37.北海道小学 100m 1位  13.91 (-1.0)
神田 桜奈 厚別アスリート 37.北海道小学 ８０ｍH 1位  14.15 (-2.4)

アカデミー
夏井 和 北の沢小 37.北海道小学 800m 1位  2:25.71

渡辺 栞弓(5) TONDEN.RC 小樽記録会第4戦 800m 2.29.22 ○ ※小５新記録



- 14 -

札幌陸協情報 令和２年４月２０日発行 第１号

ＳＡＰＰＯＲＯ「選手強化育成基金」
募金ご協賛について

２０１７年度より開始しました「選手強化育成基金」は、お陰様で企業・個人の皆様方
より、ご協力をいただきました。２０２０年度ＳＡＰＰＯＲＯ「選手強化育成基金」強化
指定選手は、以下のとおり１４名を強化指定しましたので、お知らせいたします。
また、引き続きＳＡＰＰＯＲＯ「選手強化育成基金」につきまして、ご支援ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

〈男 子〉
城山 正太郎（ゼンリン札幌） 東海大学出身
２０１８年 アジア大会 日本代表 走幅跳 ５位 ７Ｍ９８

日本選手権 走幅跳 ２位 ７Ｍ９５
全日本実業団対抗 走幅跳 ２位 ７Ｍ７３
実業団・学生対校 走幅跳 １位 ７Ｍ７５
東日本実教団 走幅跳 １位 ７Ｍ７３

２０１９年 アジア選手権 走幅跳 ５位 ７Ｍ７８
世界陸上選手権大会日本代表 走幅跳 11位（22年ぶり決勝進出）
ナイトゲームズＩＮ福井大会 走幅跳 日本新記録 ８Ｍ４０

東京オリンピック参加標準記録突破
ローレンス・グレ（札幌学院大学） 札幌山の手高校出身
２０１８年 日本学生対校選手権 ５，０００ｍ ８位
２０１９年 日本学生対校選手権 ５，０００ｍ ５位

日本学生陸上個人選手権 ５，０００ｍ ６位
村尾 宥稀（明治大学） 札幌東高校出身
２０１８年 国民体育大会 １００００ｍＷ ６位
２０１９年 国民体育大会 １００００ｍＷ ４位

井澤 真 （立命館慶祥高校）
２０１９年 Ｕ１８ １００Ｍ ２位

２００Ｍ １位
伊藤 駿 （恵庭南高校）
２０１９年 Ｕ１８ 走幅跳 ３位

女 子〉
島田 雪菜（北海道ハイテクＡＣ）福井県立敦賀高校出身
２０１７年 日本選手権 ２００Ｍ ７位

３ヵ国陸上 １００Ｍ ４位
２０１８年 全日本実業団対抗 ２００Ｍ ７位
２０１９年 全日本実業団対抗 １００Ｍ ２位

全日本実業団対抗 ２００Ｍ ８位
京谷 萌子 (北海道ハイテクＡＣ) 北海道教育大学岩見沢校出身
２０１６年 日本選手権 走高跳 １位
２０１７年 国民体育大会 走高跳 ６位
２０１８年 日本選手権 走高跳 １位
２０１９年 日本選手権 走高跳 ２位
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宮園 彩恵（国士館大学） 札幌藻岩高校出身
２０１９年 日本学生対校選手権 １００Ｍ ２位

２００Ｍ ３位
日本学生個人選手権 ２００Ｍ １位

芝田 愛花（環太平洋大学）恵庭南高校出身
２０１８年 高校総体 １００ＭＨ ３位

国民体育大会 少年女子Ａ １００ＭＨ ２位
Ｕ２０日本選手権 １００ＭＨ ２位

２０１９年 日本学生陸上個人選手権 １００ＭＨ ３位
日本学生対校選手権 １００ＭＨ ５位

石堂 陽奈（立命館慶祥高校）
２０１８年 高校総体 １００Ｍ ８位

国民体育大会 少年女子Ｂ １００Ｍ ２位
Ｕ１８日本選手権 １００Ｍ ３位

２０１９年 日本選手権 ２００Ｍ ８位
高校総体 １００Ｍ ２位

２００Ｍ １位
国民体育大会 少年Ａ女子 １００Ｍ ３位

鈴木 里沙 （北海高校）
２０１９年 国民体育大会 少年Ｂ女子 １００Ｍ ３位

西澤 汐梨 （札幌月寒高校）
２０１９年 Ｕ１８日本選手権 ８００Ｍ ５位

松田 奈夏 （立命館慶祥高校）
２０１９年 Ｕ１８日本選手権 走幅跳 ２位

水口 爽 （立命館慶祥高校）
２０１９年 Ｕ１８日本選手権 走幅跳 ４位

一般財団法人札幌陸上競技協会

２０２０年度 事業活動計画

専務理事 金 子 博 之

2020年度の札幌陸協大会事業は、当協会主催大会、学連などの協力大会、合計３５が予
定されています。北海道陸協主催の２大会（南部記念大会、北海道マラソン）は諸般の事
情により休止が決定されました。また、新型コロナウイルス感染拡大や自然災害等の影響
を考慮しながら各大会の準備にあたっていきます。
１年延期された2020東京オリンピック マラソン・競歩の札幌開催については、今後と

も関係機関と連携を密にしながら、全面的に協力をしていきます。
2023年札幌開催の全国インターハイを見据えた強化や審判育成、施設設備の充実、審判

技術の向上も図らなければなりません。普及、強化委員会はもとより、中体連、高体連、
学連が連携協力しながら支えていただきますようお願いいたします。
厚別競技場検定延期のためシーズン前半は円山競技場のみでの大会開催となりますが、

札幌陸協会員の皆様の協力のもとに、常務理事、理事が一体となり大会等事業活動の遂行
に向けて取り組まれますようお願いいたします。

Ⅰ 競技会事業について
１ 運営体制について

各競技会の担当総務は理事者とするが、総務員は必要な人材で構成し責任ある運営
体制を作る。理事者は札幌選手権には積極的に協力する。

２ 札幌マラソン等ロードレースでは、中学、高校の顧問・学生の協力をお願いする。
３ 北海道陸協の派遣審判員（地方陸協）については、できるだけ若く中心的に活動す
る審判員の派遣を要請する。

４ 他団体の大会用機器使用料等について
札幌陸協主催事業以外の大会については、別に定める大会機器使用料を収めてもらう。

又札幌陸協登録以外の競技者についてはｱｽﾘｰﾄﾗﾝｷﾝｸﾞ使用料200円を納める。
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５ 札幌選手権、ﾊｲﾃｸAC杯、通信陸上、高校新人戦、中学新人戦で、厚別競技場使用時
は大型映像を使用する。高体連、中体連主催事業については関係団体の申し入れとす
る。

６ 厚別公園競技場では、バックストレートゴールをできるだけ使用する。
写真判定員の増員、スターター、監察員等の増員が必要の場合があり、各担務で検

討する。
７ 厚別公園競技場の多くの更新された用器具（写真判定、スターター、光波測定、風
向風力測定、周回記録等）の取り扱いを熟知する。

８ 競技会医務員の協力依頼について
昨年度同様に高体連・中体連支部大会以外の一部競技会の医務員（看護師）派遣の

ご協力をお願いする。

Ⅱ 大会審判交通費について
各競技大会は規定により支出するが、大会総務員等の早朝業務（グランド７時前・ロ

ード６時以前）、後片づけで大会終了後１時間以上の場合は各1000円を支払う。

Ⅲ 広告、寄付金の募金について
審判会員、協賛企業を対象に寄付金を募集しています。募金の種類は、

１ 会員寄付金
札幌陸協会員からの寄付金で、札幌陸協の事業全般に使用されます。

２ 大会協賛金（広告等）
企業から大会の協賛金を募集します。

３ SAPPORO｢選手強化育成基金｣（最終年度）
実行委員会が募金している募金で、札幌陸協会員から募金と、企業・団体の紹介に

ついて積極的な取り組みをお願いします。
※今年度より、会員寄付金以外の寄付金・大会協賛金（広告等）募集の業務を外部委託
することを予定しています。

Ⅳ ９０周年事業について
１ 実行委員会（記念式典・記念誌編集）を中心に準備を進める。
２ ９０周年記念事業
・記念式典、祝賀会の開催（12月6日（日））
・記念誌の発行（2021年12月発行予定）
・その他

Ⅴ 競技場施設の改善要求とコンピューター関係の整備
今年度も札幌市スポーツ局に対し、競技場施設用具の改善を求める。特に、2021年予

定の円山競技場検定に伴う改修、2023年秋予定の厚別公園競技場改修に向けた要望を提
出する。

Ⅵ 各事業別活動計画
１ 総務
（１）2020年方針
① 時代の進展に対応する陸上競技協会の在り方を追求するとともに、会員同士の相
互理解を図り、信頼関係と協働体制の確立を図る

② 関係団体等との連携・協力を深め、魅力ある陸上競技協会づくりを目指す。
③ 各専門員会や関係各位と連携して、選手強化や普及に努める。
④ 90周年事業を推進する。

（２）登録事業
① 会員登録申請

公認審判員・競技者の登録申請について資格審査を行い、（一財）北海道陸上競
技協会へ適格者の登録申請を行う。

② 刊行物の斡旋事業
競技会運営に必要な刊行物の斡旋を行い、競技規則の周知を図る。

（３）円山・厚別競技場及び「つどーむ」トレーナー活動の推進
① トレーナーの適切な配置と公正な割り当て。
② 円山・厚別競技場及び「つどーむ」とのコミュニケーションを深め、トレーナー
活動の活性化に努める。
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※円山・厚別競技場担当を施設委員長に「つどーむ」担当を専務理事に依託する。

２ 競技会開催事業（競技委員会事業計画） 別紙第１
・2020年度 札幌陸上競技協会 主要競技会日程表
・2020年度 主催大会 競技種目

３ 選手強化事業（強化委員会事業計画） 別紙第２
・2020年度 中学強化選手
・2020年度 高校強化選手

４ 普及事業 別紙第３
・普及委員会事業計画

５ 記録・情報・広報事業
・記録委員会事業計画 別紙第４
・情報委員会事業計画 別紙第５
・広報委員会事業計画 別紙第６

６ 指導者審判養成事業
・審判委員会事業計画 別紙第７

７ 施設関連事業
・施設委員会事業計画 別紙第８

８ 栄章事業
・規約細則 第６条「栄章規定」に基づく栄章の実施

９ 選手派遣・役員派遣事業
・第54回青梅マラソンの派遣
2020年２月15日（土）～17日（月）
協会派遣役員；志田幸雄会長、岩間富子事務職員
派遣役員 ；金子博之専務理事（選手団長）
※2019年度第3回理事会にて承認済

・ユナイテッドグアムマラソン
2020年４月３日（金）～６日（月）予定（延期）
派遣役員 ；田川芳紀副会長（選手団長）

・第20回全国障がい者スポーツ大会（鹿児島県）

10 SAPPORO「選手強化育成」基金
・強化指定候補者

11 その他

「別紙第１」
競技会開催事業

２０２０年度 一般財団法人札幌陸上競技協会 主要競技会 日程表
月 日 曜日 競 技 会 名 会 場
3 14 土 札幌室内陸上ｸﾘﾆｯｸ（※中止） つどーむ

15 日 札幌室内陸上競技大会（※中止） つどーむ
4 18 土 (午前）審判講習会（※中止）（午後）審判研修会（※中止） 厚別

19 日 審判研修会（※中止） 厚別
26 日 北海道学連競技会第１戦（※中止） 円山
29 日(祝) 札幌記録会 第１戦（小3以上・中）（※中止） 円山

5 2 土 札幌記録会 第２戦（高・大・一）（※中止） 円山
3 日(祝) 札幌記録会 第３戦（小3以上・高・大・一）（※中止） 円山
4 月（祝） 北海道学連競技会第2戦（※中止） 円山
5 火（祝） 第32回日刊スポーツ豊平川マラソン（※中止） 真駒内
6 水(振休) 札幌記録会 第４戦（小3以上・中）（※中止） 円山
9 土 第33回高体連札幌支部春季陸上競技大会（※中止） 円山
10 日
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5 16 土 第49回春季札幌中学陸上競技大会（※中止） 円山
17 日
18 月 第73回高体連札幌支部陸上競技大会（※中止） 円山
19 火
20 水
21 木
22 金

6 6 土 第37回札幌小学生陸上競技大会兼記録会 円山
7 日 第20回札幌市障がい者スポーツ大会 円山
12 金 第72回北海道学生陸上競技対校選手権 円山
13 土
14 日
20 土 第73回札幌市中体連陸上競技選手権大会 円山
21 日
27 土 第66回全日本中学通信陸上競技札幌大会 円山
28 日

7 4 土 札幌記録会 第５戦（中・高・大・一） 円山
5 日 北海道学連中長距離記録会兼出雲駅伝選考会 円山
12 日 札幌記録会 第６戦（中学） 円山
休止 南部忠平記念陸上競技大会 厚別

8 2 日 札幌中学陸上競技選手権 厚別
3 月
10 月祝 札幌小学生陸上競技教室 厚別
15 土 北海道大学駅伝対校選手権大会 モエレ沼公

園
22 土 第46回札幌中体連陸上競技新人大会 円山
23 日
29 土 第52回高体連札幌支部陸上競技新人大会 厚別
30 日
休止 北海道マラソン2020 大通－新川
30 日 はまなす車いすﾏﾗｿﾝ2020 真駒内

9 5 土 第8回北海道ハイテクＡＣ杯陸上競技選手権大会 円山
12 土 札幌中学駅伝全道札幌選手選考会 真駒内
12 土 第85回札幌陸上競技選手権大会 厚別
13 日
19 土 第49回北海道学生陸上競技選手権大会 円山
20 日
21 月(祝)
26 土 第31回川崎静一郎記念陸上競技大会 円山

10 3 土 札幌記録会 第７戦（中学特殊種目） 円山
日程調整中 第45回札幌マラソン 真駒内
17 土 札幌市民体育大会（リレーカーニバル） 厚別
18 日 北海道学連競技会第３戦兼ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 厚別
31 土 第8回北海道ちびっこ駅伝大会 厚別

12 20 日 第11回北海道ハイテクＡＣ札幌市小学生陸上クリニック 恵庭ハイテクＡＣ
3 21 日 2021年度札幌室内陸上競技大会 つどーむ

２０２０年度主催大会 競技種目 競技委員会

※実施種目は下記を原則とするが、競技委員長・担当総務が最終的に調整の上、決定する。
※学年別カテゴリー等、詳細は、各競技会担当総務が作成する大会要項によるものとする。

札幌市室内陸上競技大会（３月１５日）※中止
男 子（15種目）
・小1,2 60m
・小3,4 60m, 800m, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
・小5,6 60m, 1500m, 走高跳, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
・中学生 60m, 300m, 1500m, 3000m, 60mH, 走高跳, 砲丸投(5.0kg)
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女 子（15種目）
・小1,2 60m
・小3,4 60m, 800m, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
・小5,6 60m, 800m, 走高跳, ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
・中学生 60m, 300m, 1500m, 3000m, 60mH, 走高跳, 砲丸投(2.721kg)
オープン種目 (大会当日9:30～11:00の間に大会本部で受け付けます。) 未就学児30m（無料）、一般男女60m

札幌記録会第１戦（４月２９日：小学校・中学校）※中止
小中１００ｍ・中４００ｍ・小８００ｍ（３～４年男子、３～６年女子）
中１５００ｍ・小中４×１００ｍＲ
小男走高跳・小中女走高跳・中男走幅跳・中砲丸投
※小学生は３年生以上

札幌記録会第２戦（５月２日：高校・大学・一般）※中止
１００ｍ・３００ｍ・８００ｍ・５０００ｍ・１１０ｍＨ・１００ｍＨ・３００ｍＨ
５０００ｍＷ・４×１００ｍＲ・走高跳・走幅跳・ハンマー投・やり投・

札幌記録会第３戦（５月３日：小学校・高校・大学・一般）※中止
２００ｍ・４００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ・１１０ｍＨ・１００ｍＨ・４００ｍＨ
走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投・円盤投・男子小学１５００ｍ
※小学生は３年生以上

札幌記録会第４戦（５月６日：小学校・中学校）※中止
小中１００ｍ・中２００ｍ・小８００ｍ（３～４年男子、３～６年女子）・中８００ｍ
小８０ｍＨ・中男１１０ｍＨ・中女１００ｍＨ・小中４×１００ｍＲ
小男走幅跳・中女走高跳・中男棒高跳・小中女走幅跳・中男走高跳・小ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ
中砲丸投
※小学生は３年生以上

高体連札幌支部春季陸上競技大会（５月９日・１０日）※中止
１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ（女）
５０００ｍ（男）・３０００ｍＳＣ・１１０ｍＨ・１００ｍＨ・４００ｍＨ
５０００ｍＷ・４×１００ｍＲ・・４×４００ｍＲ
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

春季札幌中学陸上競技大会（５月１６日・１７日）※中止
１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ（男）
１１０ｍＨ・１００ｍＨ・４×１００ｍＲ
走高跳・棒高跳（男）・走幅跳・砲丸投・円盤投・四種競技

札幌小学生陸上競技大会兼記録会（６月６日）
（小）１００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・８０ｍＨ・４×１００ｍＲ
走高跳・走幅跳・砲丸投・ジャベリックボール投

札幌記録会第５戦（７月４日：中学・高校・一般）
男子 【共通】１００ｍ・１１０ｍH・走高跳・三段跳

【一般】やり投・砲丸投
【高校・一般】３００ｍ・８００ｍ・ハンマー投
【高校】棒高跳・３００ｍH
【中学・高校】３０００ｍ・１１０ｍH・走幅跳・砲丸投・円盤投

女子 【共通】１００ｍ・１００ｍH・走高跳・やり投・円盤投
【一般】走高跳・棒高跳
【高校・一般 】３００ｍ・８００ｍ・ハンマー投
【高校】３０００ｍ・３００ｍH
【中学・高校】砲丸投

男女共通 男女混合４×４００ｍR
※長距離種目については、翌日の学連中距離記録会にエントリーしてください。

札幌記録会第６戦（７月１２日：中学校） ※種目ついては未定
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札幌市中学陸上競技選手権大会（８月２日・８月３日）
１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ・１１０ｍＨ・
１００ｍＨ・４×１００ｍＲ・メドレーＲ（100m+200m+300m+400m）・
走高跳・棒高跳（男）・走幅跳・砲丸投・円盤投・ジャベリックボール投

札幌小学生陸上競技教室 （８月１０日）
（小）８０ｍ・１００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ（男）・８０ｍＨ・
走高跳・走幅跳・ジャベリックボール投

札幌中体連陸上競技新人大会（８月２２日・２３日）
１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ・１１０ｍＨ・
１００ｍＨ・４×１００ｍＲ・走高跳・棒高跳（男）・走幅跳・砲丸投・四種競技

高体連札幌支部新人陸上競技大会（８月２９日・３０日）
１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ（女）
５０００ｍ（男）・１１０ｍＨ・１００ｍＨ・４００ｍＨ・３０００ｍＳＣ（男）
５０００ｍＷ・４×１００ｍＲ・４×４００ｍＲ
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

北海道ハイテクＡＣ杯陸上競技選手権大会（９月５日）
小学校（男女）１００ｍ・８０ｍＨ・４×１００ｍＲ
中学校（男女）１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・４×１００ｍＲ

１１０ｍＨ（男子）・１００ｍＨ（女子）・走幅跳
高校・一般（男女）１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・４×１００ｍＲ

１１０ｍＨ（男子）・１００ｍＨ（女子）・走幅跳
マスターズ（男女）１００ｍ・４００ｍ・走高跳・砲丸投

札幌陸上競技選手権大会（９月１２日・９月１３日）
１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ（女）・５００

０ｍ・
１１０ｍＨ・１００ｍＨ・４００ｍＨ・３０００ｍＳＣ（男）・５０００ｍＷ・
４×１００ｍＲ・４×４００ｍＲ・
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

川崎静一郎記念陸上競技大会（９月２６日）
８０ｍ・１００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ（男）・８０ｍＨ・４×１００ｍＲ・
走幅跳・ジャベリックボール投

札幌記録会第７戦（１０月３日：中学校）
特殊種目

札幌市民体育大会陸上競技大会（１０月１７日）
４×１００ｍＲ・４×４００ｍR・女子４×８００ｍR・男子４×１５００ｍR
混合４×４００ｍR

「別紙第２」
選手強化事業

２０２０年度 強化委員会事業計画
高校
１．強化合宿
①１月７日（火）～１４日（火） シンガポール コーチ７名、強化選手２６名
②３月下旬 中長距離合宿
③１１月上旬 Ｕ１９北海道地区合宿
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中学
１．強化合宿
①１月８日（水）～９日（木） 札幌市 コーチ14名 強化選手３４名
②３月下旬 函館市 コーチ５名、強化選手３０名
③９月、１０月駅伝試走日帰り 未 定 コーチ２名、駅伝試走 選手１５名

２．強化練習会
【種目別練習会】
・短距離 １月～３月、１２月：月２回程度実施
・中長距離 １月～４月、７月、１１月、１２月：月１～３回程度実施
・跳躍 １月～３月、８月、１１月～１２月：月１～３回程度実施
・投てき １月～３月、８月、１１月～１２月：月１～３回程度実施

【全体練習会】
・全種目 ８月上旬予定

指導者講習会
１ １２月中旬予定

「別紙第３」
普及事業

２０２０年度 普及委員会事業計画
①室内陸上クリニック（3月14日：つどーむ）
②駅伝練習会（4月18日：真駒内）
③大沼駅伝（4月29日：大沼）
④小学陸上大会（6月6日：円山）
第1回普及委員会 ※南部出場選手選考(今年度は実施しない)

⑤中体連（6月20、21日）
⑥通信陸上（6月27、28日）
⑦全道小学大会出場者合同練習会（7月12日１６：００～：円山）
⑧南部忠平陸上札幌選抜リレー練習会（今年度は実施しない）
⑨南部忠平陸上（今年度は実施しない）
⑩全道小学生大会（7月24、25日：旭川）
⑪全道中学大会（7月26～29日：釧路）
⑫札幌中学選手権（8月2日、3日：厚別）
⑬小学陸上教室（8月10日：厚別）
全国小学大会参加者合同研修会（ 月 日：）

⑭中体連新人戦（8月22、23日：円山）
⑮北海道ジュニア（9月6日：小樽）
⑯札幌中学駅伝（9月12日：真駒内）※北海道中学駅伝札幌選抜選考
⑰川崎記念陸上（9月26日：円山）
第2回普及委員会

⑱全国小学交流大会（9月19、20、21日：横浜）
⑲北海道中学新人戦（9月19、20日：網走）
⑳北海道中学駅伝大会（10月11日：新得）
㉑市民大会（10月17日：円山）
㉒北海道ちびっこ駅伝大会（10月31日：厚別）
㉓第3回普及委員会（年度反省・次年度計画）
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「別紙第４・５・６」
記録・情報・広報事業

２０２０年度 情報委員会事業計画
1.アスリートランキング
(1)アカウント数
・2020年度も、契約アカウント数は60,000とする。
※2019年度実績で残アカウントが2,000を切るが、2020年度は南部陸上休止の影響もある
ため、前年度同様でも充足できると予測。

(2)アスリートランキングv3運用について
・2020年度よりv3での運用を計画しているが、AR社の改善対応状況によっては運用変更の
場合がある。(特に、北海道印刷企画さまの負荷増大を極力避ける)

・v3化に伴う運用マニュアルの整備を検討する。
・iPadを使用したフィールド種目の現地入力を推進する。(審判研修会での体験等)

2.情報機器関連
(1)インターネット環境
・円山競技場で使用するポケットWifi5台の機器を更新し使用するが、不測の事態に備え、
審判員の私物のポケットWifiを借用することも考慮し、予算を計上する。

(2)パソコン
・Windows7サポート終了に伴い、Windows10-PCへの更新を継続して進める。
・5台程度、PCの購入し、古いPC(購入後4年経過が目安)と置き換える。

(3)タブレット
・フィールド種目の現地入力推進により、現場で台数が不足する可能性や、予備端末の整
備を目的とし、5台前後追加で配備する。

(4)プリンター
・購入後5年以上経過する古いプリンターを2台更新する。

3.その他
・各委員会との連携を継続し、必要に応じてマニュアル化や情報発信を推進する。

２０２０年度 広報委員会事業計画

１ ホームページ管理・運用
（１）ホームページの小変更（背景・画像）
（２）ホームページの更新作業
（３）ホームページのデータ整理（過去データ削除）

ホームページ管理について（確認）

１ 委託先
稲木 都代子氏（フリー）元(株)エーセブンオペレーター

２ ＨＰ掲載方法について（確認）
（１）大会関係（要項・タイムテーブル・競技注意事項・記録・大会案内等）
① 北海道印刷企画プログラム作成依頼

大会総務より北海道印刷企画取締役営業部長岩山善則氏へ連絡し、ＨＰに掲載
依頼する。

② その他の大会（※北海道印刷企画以外のプログラム作成の場合）
大会総務より稲木都代子氏へ連絡し、ＨＰに掲載依頼する。



- 23 -

札幌陸協情報 令和２年４月２０日発行 第１号

（２）大会関係以外
広報委員長に担当部署より依頼し、広報委員長から専務理事又は副専務理事に

承諾を得てから、稲木都代子氏へ連絡し、掲載する。
（３）その他

緊急性の高い内容については、会長・専務理事・副専務理事・総務委員長・事
務員より直接、稲木都代子氏へ連絡し、掲載することも可能とする。

※(1)(2)(3)以外の方法から稲木都代子氏へ連絡を行っても掲載はしませんので、
ご注意ください。

２ 広報「札幌陸協情報」発行
（１）通算第１４号発行（２０２０年４月発行予定 第１号）
（２）通算第１５号発行（２０２０年12月発行予定 第２号）

３ 報道機関との連携
（１）新聞・雑誌等への情報提供及び掲載依頼

４ 他の陸上競技団体との連携（情報交換）

２ ２０２０東京オリンピック（マラソン・競歩）への広報活動

「別紙第７」
指導者審判養成事業

２０２０年度 審判委員会事業計画
１ 重視事項

（１）各競技会の審判員の確保に努める。

（２）審判講習会、研修会を通して競技規則の伝達と審判技術の向上を図る。

（３）若手審判員の育成と競技会参加率の向上を図るとともに、特殊技術を要する審判員

の養成をはかる。

（４）審判員の昇格に関わる意識の向上と積極的な昇格申請手続きを推奨する。審判候補

対象の新規開拓をする。

２ 主要項目

（１）審判講習会、研修会予定

○ ３月 ８日（日） 日本陸連競技規則伝達講習会、北海道陸協審判講習会

○ ４月１８日（土） 2020年度審判講習会（厚別）

○ ４月１９日（日） 〃 審判研修会（厚別）

○ ８月３０日（日） 高校B級取得希望者説明会（高校新人戦実施日）

○ ９月 昇格・取得申請受付

＊ 学連主催の審判講習会を支援する。

（２）各大会審判編成

○ 各大会審判編成に協力する。

審判委員会で審判希望者名簿→ 各大会坦務、→ 総務→審判委嘱

○ アスリートランキングに協力審判記載の徹底。

（３）競技規則の研究

○ 競技規則の修・改正等について審判講習会で速やかに伝達する。この際、必要な解

説書等を作成配布する。

○ 競技規則の理解、運用のためルールブック、ハンドブックの購入を推奨する。
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○ 競技規則習得普及及び審判技術向上のため、研修会を実施する。

2020年度予定 ４／１８・１９厚別競技場

（４） 競技会出席希望調査の実施

○ 競技役員の出欠調査を３回（前期3月、中期6月、後期8月）実施し、競技運営が円滑

に実施できるよう努める。若手審判員の出席率向上を目指して工夫する。

○ 全体的な返信率の向上をはかる。

学連、普及が担務の大会で、審判が不足している。中体連、高体連を含めた協力を

要請する

○ アスリートランキングの協力審判に記載しても、審判希望で返信して頂く

○ 理事は主要競技会審判を積極的に取り組む

（５）審判用品の斡旋

○ ポロシャツその他審判に関わる物品等を総務委員会と協力して斡旋する。

３ 審判昇格候補者の推薦

（１）昇格該当者を把握し、対象者には積極的に書類を提出させる。

（２）高校Ｂ級希望者に、説明会を実施し各校から推薦されたものを道陸協に申請する。

（３）学連と協力し、学連審判からスムーズに移行できる環境を作る。

（４）専門学校生の審判員養成に努める

４ その他

（１）部門別の審判研修会開催を積極的に援助する。

（２）審判委員会は必要に応じて都度開催する。

（３）審判委員会からの情報提供、配布物等は講習会、研修会、競技会を通じてその都度

行う。

（４）審判員出席率向上のため、年間を通じて広報活動に努める。

○ ホームページの活用

（５）審判旅費の増額を要請する。

「別紙第８」

施設関連事業

２０２０年度 施設委員会事業計画

１ ロードレース競技コース点検
（１）日刊スポーツ 豊平川マラソン

４月 日（ ）計測及び点検
５月４日（月）コース点検、関門、給水箇所の点検

（２）北海道マラソン（休止）
（３）車いすマラソン

８月 日（ ）走路の点検
８月29日（土） 〃

（４）札幌マラソン
９月 日（ ）コース点検、関門、給水箇所の点検
10月 日（ ） 〃

２ 各競技場整備点検
（１）長距離用腰ゼッケン等の点検補充（円山・厚別競技場）

４月上旬～総務委員会と合同で点検
（２）円山競技場、厚別競技場整備点検
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３ 厚別競技場検定
（１）６月日本陸連検定員による検定の立ち会い

４ 円山競技場、厚別競技場改修に関連して
（１）札幌市への要望書の提出 等

５ 円山・厚別競技場トレーナー配置

２０２０年度 財務委員会事業計画

１ ２０２０年度事業計画収支予算（案）について（別添 資料札幌陸協保管）
※会計関係資料は、札幌陸協事務所にて情報開示しております。
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競技会における「撮影（写真・動画等）制限」に関するお願い
一般財団法人 札幌陸上競技協会

近年、陸上競技大会において、本来の目的か逸脱した写真撮影や競技者に対する盗撮
行為が度々発生しております。また、赤外線カメラなどで競技者を撮影した画像をイン
ターネット等で販売するなどの悪質な事案も報告されています。
こうしたことから本協会では、競技者が安心して競技に集中できる環境づくりと、競

技者の人権保護の観点から、競技場エリアでの巡回・警備を強化するとともに、撮影に
関して下記のような制限を設けました。つきましては、保護者の皆様はじめ、関係者の
皆様のご理解とご協力をお願いします。

記

１ 撮影できる人
競技会において撮影が可能な人は次の通りとします。なお、競技会中に下記に該当
するか確認する場合がありますのでご協力ください。
(1) 大会運営本部より許可された報道関係者（要申請）

・・・ビブス、社章、腕章等着用
(2) 大会運営本部より許可された調査研究に関わる者（要申請）

・・・ビブス、ID等着用
(3) 大会事務局担当者・・・審判証等着用
(4) 大会出場の学校、実業団、チームの関係者(所属を明示)

・・・所属のジャージ等着用
(5) 大会出場選手の保護者・家族等

・・・リボン、ID等着用

２ 撮影方法等
(1) 上記(1)、(2)、(3)に該当する人が撮影する場合の詳細は、大会運営本部にて確認
してください。

(2) 上記(4)、(5)に該当する人が撮影する場合は、観客席（スタンド）からすることと
し、撮影禁止区域が設けられている場合はそれに従ってください。
撮影をする際には、次の撮影制限（撮影方向等）を遵守願います。
ア トラック種目のスタート時及び準備動作中・・・前方、後方からの撮影は不可
イ 走高跳・・・正面（クリアランス動作）からの撮影は不可
ウ 砲丸投・・・競技者正面からの撮影は不可
エ 棒高跳、走幅跳、三段跳・・・マット及び砂場後方からの撮影は不可

(3) フラッシュ撮影や赤外線撮影装置を利用した撮影、及びドローンによる撮影は禁
止します。

(4) スタート時は静寂を保つためシャッター音が鳴らぬようご注意ください。
(5) 三脚や自撮り棒を使用しての撮影は、他の観客に迷惑になる場合があるのでご遠
慮ください。

３ 注意事項
(1) 競技と関係の無い目的での撮影、身体の一部をアップしての撮影、透過撮影、そ
の他の迷惑行為はおやめください。

(2) 競技場内で撮影した全ての画像・動画は、大会運営本部にて確認させていただく
場合があります。

(3) 撮影した画像・動画の販売及び営利目的の利用は禁止します。
(4) 競技者及び競技者の保護者等の承諾を得ずに撮影したり、撮影した画像・動画を
Web上にアップロードしたりすることは、「肖像権の侵害」となる場合があります。
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名誉会長 品田 吉博

会 長 志田 幸雄（代表理事）

副 会 長 恩村 一郎 中村 宏之 田川 芳紀

専務理事 金子 博之

副専務理事 井上 晃男（総務委員長兼任）

常務理事 赤松 幸広（強化委員長） 井上 智雄（普及委員長）
遠藤 典康（競技委員長） 小川 秀一（審判委員長）
斉藤 一幸（記録委員長） 志田 光瑞（広報委員長）
早崎 勝（財務委員長） 安岡 行雄（施設委員長）
櫻澤 智志（情報委員長）

理 事 安曇 範子 岡村美穂子 小山 道雄 佐藤 光司 佐藤 圭祐
島 敏昭 神 慶次郎 竹居田幸藏 竹田 安宏 田中 勇心
中島 正樹 新井田 守 藤村 勝江 古田 仁 南山 雅礼
山岸 正直 若林 文時

監 事 高野 洋史 中川 秀樹

評 議 員 角谷 信 小島 修二 里村美喜夫 杉山 喜一 世良田弘治
中村冨士雄 原田 隆康 三浦 英典 宮本 眞二 山田 享

顧 問 岩本 剛人 髙見 新造 藤井 英嘉 澤田 義盛 蓑嶋 和央

参 与 青山 清美 薄 昇 小田島昭雄 木村 潔 楯石 英雄
津田 坦幸 藤石 文平 依田 芳吏

事 務 局 事 務 局 長 金子 博之（専 務 理 事）
事 務 局 次 長 井上 晃男（副専務理事）
事 務 局 員 岩間 富子
臨時事務局員 平野 伸也

2020年度 一般財団法人札幌陸上競技協会役員
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第５３回 青梅マラソン大会派遣報告
選手団長 理事 島 敏昭

１ 大会日時 2019年 2月17日(日)
２ 選手団
○選手 澤井 玄(30km・40歳未満) 川村 綾(30km・40歳未満)

安ケ平萌子(10km・40歳未満)
○団長 札幌陸上競技協会 島 敏昭

３ 視察役員
○札幌陸上競技協会

専務理事 玉井 清史
常務理事 安岡 行雄 理事 安曇 範子

○さっぽろ健康スポーツ財団
総務係長 重村 浩司
事業課 井川 和樹

４ 視察行程
１日目 ２月16日(土)大会前日
①新千歳空港→ 羽田空港→ 青梅市(青梅陸協送迎）
②開会式参加 青梅市体育館 札幌選手団の選手紹介
③コース下見(青梅陸協のバス)
④青梅陸協主催の親睦会に出席

２日目 ２月17日(日)大会当日
９時30分 10kmの部 スタート（気温６度、北北西の風３m)
11時30分 30kmの部 スタート(気温９度、北の風３m)
・札帳選手団とさつぽろ健康スポーツ財団との反省会

３日目 ２月８日(月)
青梅→ 羽田空港(青梅陸協送迎)→ 新千歳空港 解散

５ 競技結果並びに感想(要約)
○澤井 玄さん 男子30km 1.41.45(40歳未満47位 総合47位）
青梅マラソンに招待していただきありがとうございました。30kmのレースを走るのは

初めてで不安でしたが、日標にしていたタイムを達成することができ嬉しかったです。
今回の経験を大切にし、市民ランナーとして頑張っていきます。財団。陸協の方々には
感謝申し上げます。ありがとうございました。
○川村 綾さん 女子30km 2.14.31(40歳未満22位 総合44位）
初めて青梅マラソンを走りましたが、30km、苦手なアップダウンということもあり、

走る前は不安もありました。しかし、沿道のあたたかい応援のおかげで、最後まで楽し
く走りきることが出来ました。今後は、この大会で学んだことを糧に、もっと早くなれ
るよう頑張っていきます。
○安ケ平 萌子さん 女子10km 39.19 (40歳未満11位 総合19位)
コースはなかなかタフではありましたが、天気も良く、沿道からたくさんの声援を送

っていただいたので楽しんで走ることが出来ました。
６ 所見

「沿道からの声援がたくさんあり楽しく走ることができた」と選手達が一様に言つて
いるように、ユニホームの「ＳＡＰＰＯＲＯ」が大きく目立ち「札幌頑張れ」の声援に
なったのだと思います。同じものを続けてもらいたいです。選手たちの健闘、財団及び
札陸協の方々のおかげで無事団長の務めを終えることができました。又、大会主催者、
関係者の選手への心遣い、役員の的確な動き等を目にし、有意義な経験をさせて頂きま
した。感謝、お礼を申し上げます。
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この度、当協会にご功績のあった方々がご逝去されました。謹んでご
冥福をお祈りいたします。

会 員 森 恵美子 様 が去る１月２６日にご逝去されました

〒064-0931 札幌市中央区中島公園1番5号
発行 一般財団法人札幌陸上競技協会 札幌市中島体育センター内
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