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SAPPORO ATHLETICS ASSOCIATION 通算第１６号（2021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３年５月１日発行

2021年度を迎えるのにあたり
～ ９０周年記念事業に向けて ～

会 長 志 田 幸 雄

この度の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）でお亡くなりになられた方々に対しま
して、心よりご冥福をお祈りするとともに、影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し
上げます。振り返ると2020年のシーズンは、新型コロナウイルス感染症の出現により、こ
れまで誰もが経験したことがない未曽有の事態をもたらしました。多くの当協会主催大会
が中止に追い込まれましたが、感染症対策に万全を期して、2020年７月23日の高体連春季
大会から再開することができました。
２０２１年度も残念ながら新型コロナウイルス感染症は収束せず、変異ウイルスも発生

しており、予断を許さない状況が続いていますが、昨年度同様に、感染症対策に万全を期
して、札幌市と連携し、主催大会を実施していきたいと思います。
２０２１年は、「第１回札幌陸上競技フェスティバル」を新規陸上競技事業として開催

する予定でありました。この大会は札幌市公園緑化協会と当協会との共催事業であります
が、全国でこのような共催事業は初めてのことです。厚別競技場（市公園緑化協会）から
「厚別競技場の事業はスポーツ（陸上競技等）を行っている市民に活動の成果を提供する
場となることを目的の一つとしており、競技場の一般開放の他に事業（陸上競技大会）を
実施することで、その目的を積極的に図っていくことから開催を決定いたしました。しか
し、感染症拡大により「札幌市内におけるゴールデンウィーク特別対策」として、残念な
がら中止を余儀なくされました。今後は、更に充実する事業として企画し、２０２３年に
高校総体が北海道開催となり、厚別競技場が陸上競技大会の会場となります。そのため、
大規模な運営の予行演習大会や選手育成・強化のきっかけとなる大会として、イベントと
の同時開催を実施することにより、近隣住民の陸上競技への興味・関心を高めるための大
会といたします。
「2020東京オリンピック」札幌関係選手の活躍が期待されるのは、男子では、走幅跳・

日本記録保持者の城山正太郎選手(ゼンリン札幌 札幌陸協所属)、十種競技の右代啓祐選
手（国士館クラブ、札幌第一高出身）、１００ｍ・２００ｍ・４×１００ｍＲの小池祐貴
選手（住友電工、立命館慶祥高校出身）、やり投げの小南拓斗選手（染めＱ、札幌第一高
校出身）、女子選手では、１００ｍ・４×１００ｍＲの御家瀬緑選手（住友電工、恵庭北
高校出身）、１００ｍ・４×１００ｍＲの石堂陽奈選手（環太平洋大学、立命館慶祥高出
身）、走高跳の京谷萌子選手（北海道ハイテクＡＣ、札幌陸協所属）、１００ｍＨの寺田
明日香選手（ジヤパンクリエイトグループ、北海道ハイテクＡＣ出身）選手らの活躍が大
いに期待されます。私たち、一般財団法人札幌陸上競技協会所属から一人でも東京オリン
ピック代表選手を送り出すことを目標に、指導者（小学校・中学校・高校・大学・実業団
等）の皆様と一丸となって指導をして参りました。その成果は、着実に出ています。この
強化策をさらに強固のものにするため、今年度は、指導者協議会を発足し指導者育成を図
ります。
今年度、いよいよ「2020東京オリンピックマラソン・競歩」が開催されます。大会運営

に際し、大会コラボレーターとしてご協力いただきます会員の皆様には、大会が成功裡に
終れますようご支援をお願いします。
また、今年は一般財団法人札幌陸上競技協会90周年記念事業一年遅れながら迎えます。

先人の方々が築き上げて来た方々に感謝し、記念式典、記念誌発行を計画しておりますの
で是非とも出席いただきますようお願い申し上げます。
当協会が次の１００年を迎えるステージに向けて、引き続き変わらぬご支援ご協力をお

願い致します。
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一般財団法人札幌陸上競技協会 ２０２０年度 事業活動総括

２０２０年度を振り返り
専務理事 金 子 博 之

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、多くの大会が中止又は延期になるな
か、競技者の皆様、札幌陸協会員の皆様、後援・協賛頂きました企業・団体のご協力に心
より感謝いたします。

【財務状況】
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、多くの大会が中止となり、大会参加

費及び補助金・助成金の収入が例年に比べ1，000万円を超える減収が見込まれたため、大
会運営経費・強化費等の事業費や管理費の支出減に努めていますが、財務的に厳しい状況
が続いています。
この財務ひっ迫の状況から会員・企業の皆様に臨時寄附金をお願いしたところ、会員・

企業あわせて約43万円のご協力をいただきました。誠にありがとうございます。

【各大会開催事業】
今年度は札幌陸協主催・主管29大会、学連審判協力大会7大会のうち19大会が中止、4大

会が延期となりました。
緊急事態宣言が終了し、日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開についてのガイダンス」

本協会「競技会再開に向けた申し合わせ事項」等に基づき感染拡大防止の対策をとりなが
ら、2020年7月23日の高校春季大会（5月から延期）から大会を再開し、10月末のちびっこ
駅伝（厚別競技場及び周辺）まで再中止することなく終了することができました。
また、コロナ禍で、より重要性を増した医務員について、今年度も我汝会きたひろしま

整形外科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
とうございます。

【大会結果と強化事業】
今シーズンは夏のインターハイ・全国中学や国体等多くの全国大会、ほとんどの全道大

会が中止となりましたが、選手は各チーム指導者の指導のもと、新たな目標を定め、限ら
れた練習・競技環境のなかで、最大限のパフォーマンスを見せてくれました。
そして、2020年10月に行われた全国高校（インターハイ代替大会として実施）では、走

幅跳で松田奈夏選手（立命館慶祥高）の２位（道高校新）をはじめ複数の選手・チームが
入賞をする活躍がありました。また、日本選手権等全国規模の大会で多くの選手が入賞を
果たしました。
強化事業では、本協会創立90周年記念事業の一つとして2020年1月に海外合宿をシンガポ

ールで行い、大きな成果をあげることができました。
しかし、春の道内合宿や強化練習会はコロナ禍の影響で中止となりました。また、財務状
況悪化のため、秋以降の強化事業も縮小せざるを得なくなりました。

【選手強化育成基金】
2017年度から始まり今年度最終年度となる「選手強化育成基金」は、ご協力企業や本協

会会員の皆様のご協力を得て、今年度74万円の基金増資を行うことができました。（2020
年１月１日～12月15日）誠にありがとうございます。

【競技場整備】
厚別競技場では、延期されていた競技場１種検定が2020年７月11日に終了しました。ま

た、今回の検定に関わって多くの競技場備品・機器が更新され、6月に更新備品・機器使用
についての研修会を実施しました。来年度は、円山競技場の競技場2種検定（11月）の関係
で改修工事が4月から検定終了まで予定されており、使用できる競技場は厚別競技場のみと
なります。また、厚別競技場は7月上旬から約1ケ月間、延期された東京オリンピック サ
ッカーの参加国の練習会場として使用されることになっています。

【創立90周年事業】
記念式典については、2020年12月に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感

染症の収束が見通せない状況から2021年11月28日（日）に延期することとしました。記念
誌については、2021年度中の発行に向けて、編集方針等を再確認しました。
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【東京オリンピック関係】
延期された東京オリンピック マラソン・競歩の開催に向けて、大会組織委員会からの

コラボレーター（運営協力ボランティア～資格2021年8月8日時点65歳未満等）の派遣協力
要請を受け、ボランティア協力依頼及び登録等を行いました。また、マラソンテストイベ
ントが2021年5月5日に開催されることが決定したことに伴い、同実行委員会のメンバーの
一員として開催に向けた準備を進めていきます。

今後、コロナ禍における本協会の事業の在り方等の検討を加えながら、2021年度の事業
を進めていきます。何卒、よろしくお願い致します。

２０２０年度 総務委員会報告
１ 2020年度活動方針
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
解をはかり、信頼関係と共同体制の確立をはかる。

②関係諸団体との連携・協力を深め、魅力ある陸上競技協会づくりを目指す。
③各専門委員会や関係各位と連携して選手強化や普及に努める。

（反省）
コロナの影響が大きく、その対応に追われることになり、関係諸団体との連携等も主に

コロナ関係が中心となり、深めるという点では十分とは言えない状況であった。

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の資格審査を行い、(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、競技規則の周知をはかる。

（反省）
Covid-19の影響もあり、審判登録者の数は昨年に比べ、45名程度の減となってしまった。

各競技会会場での呼びかけを行ってきたが、今年度は審判員も競技会への参加を自粛する
傾向もあり、登録者数の伸びにはつながらなかった。
競技登録者数については、個人競技者数が昨年度の191名に対し今年度は66名と大幅に減

少した。これはCovid-19の感染拡大防止により道路競技が中止になったこと、オリンピッ
ク関連で北海道マラソンが中止となり、市民ランナーの登録が大幅に減少したためと考え
られる。団体登録者数にも同様のことが言える。中学・高校の登録者数についてもやや減
少傾向にあったが、情勢を考えるとやむを得ない状況といえる。

３ 円山・厚別競技場および「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に努める。
②円山・厚別両競技場および「つどーむ」との連携を深め、トレーナー活動の活性化に
努める。

３ 会議報告
⑴ 常務理事会
〇第１回常務理事会
日時・場所 ２０２０年２月13日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

〇第２回常務理事会
日時・場所 ２０２０年３月15日（日）１５時１５分～ つどーむ２階

〇第３回常務理事会
日時・場所 ２０２０年６月17日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

〇第４回常務理事会・栄章委員会
日時・場所 ２０２０年11月19日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

〇第５回常務理事会
日時・場所 ２０２１年２月25日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

⑵ 会計監査
〇２０１９年度 監査
日時・場所 ２０２０年２月８日（土）１４時００分～ 札幌市中島体育センター
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〇２０２０年度 中間監査
日時・場所 ２０２０年11月６日（金）１８時００分～ 札幌市中島体育センター

⑶ 理事会
〇第１回理事会
日時・場所 ２０２０年２月25日（火）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

報告事項
①2019年度事業活動報告（専務理事・各委員会）
②東京オリンピック マラソン・競歩への対応について
③事務局体制について
④理事の辞任（退任）について
⑤道陸協理事会報告
⑥市民スポーツ賞受賞者報告
⑦厚別競技場での競技会における用器具の扱いについて
⑧2020年室内陸上競技大会・陸上クリニックについて
⑨2020年度円山・厚別競技場要望事項についての札幌市回答

協議事項
第１号議案 2019年度収支決算について
第２号議案 2019年度「選手強化育成基金」収支決算について
第３号議案 2020年度事業活動計画について（専務理事・各専門委員会）
第４号議案 2020年度収支予算について
第５号議案 2020年度以降の財政確保について
第６号議案 創立90周年事業について
第７号議案 競技場改修に関わる課題について
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 各委員会懸案事項について
その他

○第２回理事会
日時・場所 ２０２０年３月15日（日）１６時３０分～ つどーむ

報告事項
①東京オリンピック マラソン・競歩対応について
②道陸協報告
③その他

協議事項
第１号議案 中学通信陸上の参加費について
第２号議案 事業（競技会）担務について
第３号議案 主催大会の留意事項について（再提案）
第４号議案 日刊スポーツ豊平川マラソン実施について
第５号議案 専門委員長・各理事から検討内容

その他
・2020年度役員・事務局

○第３回理事会
日時・場所 ２０２０年６月24日（水）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

報告事項
①審判研修会の実施（６月２０日２１日）について
②厚別競技場検定、円山競技場検定事前調査について
③その他

協議事項
第１号議案 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う財務問題について
第２号議案 ７月以降の競技会運営について

その他

○第４回理事会
日時・場所 ２０２０年11月26日（木）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

報告事項
①2020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）及び競技会報告
③道陸協理事会（１０月１７日）報告
④審判昇格申請報告



- 5 -

札幌陸協情報 令和３年５月１日発行 第１号

⑤市民スポーツ賞推薦者報告
⑥オリンピック関係報告

協議事項
第１号議案 第８期（2020.1.1～2.29）監査・第９期及び選手育成基金中間監査について
第２号議案 財務に関する今後の対応について
第３号議案 大会参加料について（規約細則 第１３章）
第４号議案 登録料について（規約細則 第３章）
第５号議案 新設競技会について
第６号議案 2021年度競技日程調整の方向性について
第７号議案 2021年度競技会運営方法の方向性について
第８号議案 2021年度札幌市への要望事項について
第９号議案 新たな強化育成基金の設立について
第10号起案 創立９０周年事業について
第11号議案 各委員会懸案事項について

その他
①2021年度役員・理事選任及び評議員選任に係る諸会議日程
②役員・各専門委員長・理事より

○第５回理事会
日時・場所 ２０２１年３月５日（金）１８時３０分～ 札幌市中島体育センター

報告事項
①2020年度事業活動報告（専務理事・各専門委員会）
②2020年度収支決算・「選手強化育成基金」収支決算見込み
③道陸協理事会報告
④2021年度登録料について
⑤オリンピック関係報告
⑥市民スポーツ賞推薦結果報告
⑦創立90周年事業について
⑧札幌市スポーツ協会ジュニアアスリート発掘育成事業について

協議事項
第１号議案 2021・2022年度理事等候補者について
第２号議案 指導者派遣事業について
第３号議案 2021年度事業活動計画について（専務理事・各専門委員会）
第４号議案 2021年度収支予算概要について
第５号議案 新「選手強化育成基金」について
第６号議案 室内陸上競技大会の共催に関わって
第７号議案 2021年度競技会・大会担務について
第８号議案 役員・各専門委員会・理事 懸案事項について

その他
①今後の諸会議予定
②2021年度大会参加料について
③連絡事項 等

４ ２０２０年度登録会員数 ： 別 添（資料札幌陸協保管）

５ 各種大会役員派遣報告
⑴ 第５４回青梅マラソン
①派遣日時 ２０２０年２月１５日（土）～１７日（月）
②大会日時 ２０２０年２月１６日（日）
③派遣団
団 長 金子 博之
随行者 さっぽろ健康スポーツ財団２名（井上輝佳常務理事、大聖陽平事業係長）
視察者 札幌陸上競技協会２名（志田幸雄会長、岩間富子事務局員）

２０２０年度 競技委員会報告
１ 陸上競技理論の研究

特になし
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２ 研修会の実施
６／２０（土），２１（日）厚別競技場の機材更新により、審判研修会の実施。新た

な機材の接続方法や、設定、使用方法等を学んだ。各部署も多数の参加者があった。機
材の更新に伴って、物品管理の仕方も変更。従来の場所に必要な物品がないこともあり、
早朝準備に時間を要した。小学校、中体連、高体連、学連含めて、物品管理の共通認識
を持ちながら管理していくことが望まれる。

３ 競技日程の編成、各競技会実施要項の作成及び周知
コロナ感染により、競技会は予定どおりに実施できなかった。４・５月の段階で競技

会の変更を余儀なくされた。その後は、札幌陸協を中心に小学校、中体連、高体連、学
連の代表者が集まり、競技会日程の変更を臨機応変に対応していただいた。
コロナ感染拡大防止の観点から、無観客での競技会とした。人員が潤沢であれば、対

応できたと思える部分と、感染予防の観点を考慮して無観客での実施は結果的に正しい
判断だったと感じている。しかし、withコロナという観点から、次年度の競技会を実施
する上で、札幌市および北海道の感染者数の動向を見つつ、観客を入れた形態も検討が
必要となる場合もあり得る。その場合は、ガイドラインに沿いながら、適宜判断してい
く。

４ 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
大規模な大会についてはすべて中止となった。２０２１年度は東京オリンピックがス

ライドした関係で南部大会、北海道マラソンについては、休止となると予想される。
２０２３年度には北海道インターハイが予定されており、今後さらに、北海道陸上競

技協会・学連とも連携をしながら進めていかなければならない。

５ 大会および記録会等の会場調整について
２０２０東京オリンピックがスライドしたことにより、２０２１年度も一層会場調整

の難航が予想される。また、現在未確定ながら、厚別競技場の部分改修も２０２３年度
前に予定されていることもあり、今後各競技団体と協議をしながら進めていく。
２０２１年度の５月初旬に検討予定されている厚別競技場主催の大会の有無について

は、この後厚別競技場側から具体的なプランが提出され次第、実施の有無の判断と内容
について札幌陸上競技協会として判断してくこととなる。

６ その他
２０２３年の北海道IHに向けて、準備が進むことになるが、現状の厚別競技場では、

種目数の増加により他府県が実施している内容での実施は極めて困難である。
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

へ強く要請をお願いしたい。

２０２０年度 審判委員会報告
Ⅰ 活動報告

審判研修
１ 北海道陸上競技協会伝達講習会

3月12日【新型コロナウィルス感染拡大のため中止】
２ 札幌陸協審判講習・研修会

4月18～19日 厚別競技場役員室
【新型コロナウィルス感染拡大のため延期】

6月20～21日厚別公園競技場役員室および厚別競
技場フィールド内にて実施
※新型コロナウィルス感染防止対策の徹底のう

え実施。
更新した施設・用器具の取り扱い方法の研修の
みに限定、競技規則改定等の周知はＨＰ掲載に
より各会員に行う。
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20日（午後のみ） ３９名参加（実人数）
風力計測機器、周回表示機器、跳躍（垂直競技）機器

21日（午前及び、午後） ７６名参加（実人数）
写真判定装置、電子音発信装置、光波測定器（投擲・跳躍）、Ｗｉ－Ｆｉ研修

３ 学連審判講習会への支援
10月18日 厚別競技場会議室 学連スプリントトライアスロン大会終了後
規則改正についての講習会への講師派遣（小川）

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１６日締切 (１５３・５５．２％)
中・後期希望調査 ６月３０日締切 (１４２・５１．３％)

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 2021年度 Ｓ級1名 Ａ級１名 高校Ｂ級5名

Ⅱ 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
４ 審判業務における新型コロナウィルス感染防止対策の徹底

２０２０年度昇格された方々（敬称略）
〔Ｓ 級〕 ３名 斉藤一幸、 西巻秀仁、 梅津義信
〔Ａ 級〕 ２名 中島正樹、 秋田映子
〔高校Ｂ級〕１０名
札幌大谷高校 後藤優弥 道関未柚 福島愛楽 山本優芽
国際情報高校 壽原あすか 佐々木遙 吉崎椋子 吉岡汐寧
札幌日大高校 牧部蒼汰 吉本香乃

２０２０年度 記録委員会報告
１ 本年度業務の遂行について
（１）記録委員会

①全道記録申請事務講習会報告
②本年度事業計画の確認と具体的な取り組み
③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報道機関への提供
（３）栄章選考委員会に優秀選手等の選考資料を提出
（４）10傑記録表の作成
（５）札幌記録表の訂正・HP掲載
（６）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

２０２０年度 強化委員会報告
コロナ禍により、特に報告なし
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２０２０年度 普及委員会報告
１ 小学陸上記録会兼中学記録会（8月10日：厚別） ４８６名参加
２ 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 １５７名参加
３ 川崎記念陸上（9月26日：円山） ５３５名参加
４ 北海道中学駅伝大会（10月11日：新得）

男女とも準優勝
５ 市民スポーツ大会（10月17日：厚別） リレー１０５チーム参加
６ 八剣山ミニトレイルラン（10月25日：八剣山果樹園）６０名参加
７ 秋季練習会（10月31日：厚別）２６９名参加
８ 北海道ちびっこロードレース大会（10月31日：厚別）１７９名参加
９ 滝野ウィンターマラソン（1月17日：滝野公園）６０名参加

２０２０年度 施設委員会報告
１ 各競技場整備点検
・厚別競技場備品保管要領について厚別担当者と打ち合わせ
・長距離用腰ナンバーカード等の点検補充（円山・厚別競技場）
総務委員会と合同で点検

２ 競技場等検定関係
・円山競技場2021年2種検定事前調査（日本陸連）立ち合い～７月９日（木）
・厚別競技場１種検定（日本陸連）立ち会い～７月10日（金）11日（土）
・日刊スポーツ豊平川マラソンコース検定（日本陸連）立ち合い
～10月23日（金）24（土）※会長、専務理事、副専務理事と合同で行う

３ 札幌市との会議等
・円山競技場、厚別競技場施設関係要望書提出（市スポーツ部）～６月11日（木）
＊厚別競技場改修に伴う要望（正面側跳躍ピットの増設等）
＊円山競技場改修に伴う要望（老朽施設の整備等）
※高体連と共に要望

・屯田西公園陸上競技場再整備計画に伴う要望書提出（市みどりの推進部）
～８月28日（金） ＊全天候型競技場として整備を要望

・円山競技場補助グラウンドの一時的駐車場転用に関する説明会
（市スポーツ部）～10月８日（木）
＊GW等動物園の駐車場として利用

・円山・厚別競技場施設関係要望書提出（市スポーツ部）～11月27日（金）
＊円山競技場改修に係る要望（日本陸連検定事前調査を受けて）
＊厚別競技場PC環境に係る要望（記録処理用および大型映像装置用PC更新と導入）
＊厚別補助競技場照明の増設
＊円山競技場・厚別競技場の設備に関する要望（砲丸投げ用防護フェンス）
※道陸協と共に要望

2020年度 円山・厚別競技場トレーナー実施報告
円山競技場 厚別競技場

月 回数 延べ人数 回数 延べ人数
４月 中止 中止
５月 中止 中止
６月 ３０ ７４ ２７ ４４
７月 ２８ ７０ ２７ ５１
８月 ２６ ７６ ２８ ３３
９月 ２２ ５０ １７ ２８
10月 １６ ２７ １８ ２７
11月 １７ ３２
計 １２２ ２９７ １２４ ２１５
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２０２０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
・COVID-19影響により春季の大会が中止になった影響で、消費数は20,000を下回った。
契約アカウント数を途中6万から4万へ減らしたが、もっと減らせた状況であった。

(2)v3での運用が本格化
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、札幌市へ要望しているが、よい回
答は得られていない。

(2)パソコン
・厚別競技場に、Youtube配信用のPC配備を札幌市に依頼。
※札幌選手権等、一部の大会でテスト配信を試みた。

(3)タブレット
・iPadの追加購入を進める。
審判講習会で使用方法の研修実施。競技者/出発のタブレット使用も進んでいる。

期日 大会名 期日 アカウント

１ 2020/4/26 学連1戦 札幌円山 (中止)
２ 2020/4/29 札幌記録会 第１戦 札幌円山 (中止)
３ 2020/5/2 札幌記録会 第２戦 札幌円山 (中止)
４ 2020/5/3 札幌記録会 第３戦 札幌円山 (中止)
５ 2020/5/4 学連2戦 札幌円山 (中止)
６ 2020/5/6 札幌記録会 第４戦 札幌円山 (中止)
７ 2020/5/9-10 第33回高体連春季 札幌円山 (延期)
８ 2020/5/16-17 第49回春季札幌中 札幌円山 (中止)
９ 2020/5/18-22 第73回高体連支部 札幌円山 (中止)
10 2020/6/6 第37回小学生陸上 札幌円山 (中止)
11 2020/6/12-14 第72回インカレ 札幌円山 (延期)
12 2020/6/20-21 第73回中体連 札幌円山 (中止)
13 2020/6/27-28 第66回通信陸上 札幌円山 (延期)
14 2020/7/4 札幌記録会 第５戦 札幌円山 (中止)
15 2020/7/5 中長競技会 札幌円山 (中止)
16 2020/7/12 札幌記録会 第６戦 札幌円山 (中止)
17 第32回南部忠平記 札幌厚別 (休止)
18 2020/7/23-24 第33回高体連春季 札幌厚別 2,089
19 2020/8/1-2 第66回 通信陸上 札幌厚別 2,190
20 2020/8/2-3 第8回札幌中学選手権 札幌厚別 (延期)
21 2020/8/10 札幌小学記録会兼中学記録会 札幌厚別 720
22 2020/8/15 高校・一般記録会 札幌厚別 1,030
23 2020/8/15 北海道大学駅伝 モエレ沼
24 2020/8/21-23 第72回インカレ 札幌厚別 619
25 2020/8/22-23 第49回中体連新人 札幌円山 1,987
26 2020/8/29-30 第52回高体連新人 札幌厚別 1,754
27 2020/9/5 北海道ジュニア選⼿権 札幌円山 798
28 2020/9/12-13 第85回札幌選手権 札幌厚別 1,657
29 2020/9/19-20 北海道学生CH 札幌円山 771
30 2020/9/21-22 第8回札幌中学選手権 札幌厚別 2,628
31 2020/9/26 第31回川崎記念陸 札幌円山 937
32 2020/10/3 札幌記録会 第７戦 札幌円山 919
33 2020/10/17 第61回市⺠体育⼤ 札幌厚別 420
34 2020/10/18 学連4戦兼STA 札幌円山 937
35 2021/3/21 室内陸上 つどーむ (中止)

合計 19,456
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２０２０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（２０２０年４月20日発行）通算第１４号
（２）第２号（２０２０年12月18日発行）通算第１５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

２０２０年度 財務委員会報告

１ ２０２０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。

２０２０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）
（１）審判功績章

・中島 正樹
・井上 智雄
・兼間 昌智

２ 札幌陸協関係
（１）功労章 【６名】

・酒田みゆき ・山内 俊浩 ・廣瀬恵理子 ・金子 秀彰
・小川 秀一 ・島 敏昭

（２）審判功績章【６名】
・鎌田由紀子 ・渡部 堅 ・岩渕 諭 ・伊藤新太郎
・吉田 牧人 ・田中 勇心

（３）指導者章
＜中 学 校＞ 佐藤 圭佑
＜高 校＞ 神 慶次郎
＜ジュニア＞ 該当者なし

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。

石堂 陽奈選手（立命館慶祥高）
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2020年度 札幌陸上競技協会 優秀選手

■男子
種目 記録 風速 氏名 所属 学 全国大会等で 大 競技年月日 日 札 参考

年 の活躍 会 本 幌
順 記 記
位 録 録

樹 樹
立 立

100m 10.42 -0.3 井澤 真 立命館慶祥高 3 ゴールデング 4 2020/8/23
ランプリ WORL
D ATHLETICS C
ONTINENTAL TO
UR～GOLD～

200m 21.22 +2.0 井澤 真 立命館慶祥高 3 第33回北海道 1 2020/7/24 リモート陸
高校札幌支部 上ランキン
春季競技会 グ３位

走幅跳 7.63 +0.3 城山正太郎 ゼンリン 第104回日本選手権 7 2020/10/2
走幅跳 7.77 +1.4 城山正太郎 ゼンリン 第7回木南記念陸上 1 2020/10/24
100m 10.61 +0.6 鷹 祥永 立命館慶祥高 3 全国高等学校陸上競技大会 4 2020/10/24

2020
やり投 78.93 小南 拓人 染めQ 第7回木南記念陸上 2 2020/10/24

■女子
種目 記録 風速 氏名 所属 学 全国大会等で 大 競技年月日 日 札 参考

年 の活躍 会 本 幌
順 記 記
位 録 録

樹 樹
立 立

100m 11.65 +1.4 石堂 陽奈 立命館慶祥高 3 富士北麓ワールドトライアル 1 2020/9/06
100m 11.94 +2.0 石堂 陽奈 立命館慶祥高 3 第33回北海道高校札幌支部春 1 2020/7/24 リモート

季競技会 陸上ラン
キング６
位

100m 11.81 +0.5 石堂 陽奈 立命館慶祥高 3 第104回日本選手権 7 2020/10/03
100m 11.79 +2.0 石堂 陽奈 立命館慶祥高 3 全国高等学校陸上競技大会 3 2020/10/24

2020
200m 25.03 -1.3 石堂 陽奈 立命館慶祥高 3 第85回札幌選手権 1 2020/9/13
100mH 14.28 +0.7 中山 璃子 恵庭北高 3 第85回札幌選手権 1 2020/07/23 リモート

陸上ラン
キング８
位

400m 55.14 宮園 彩恵 国士舘大 4 第104回日本選 7 2020/10/03
手権

走高跳 1.70 京谷 萌子 北海道ハイテ 第104回日本選 6 2020/10/01
クAC 手権

走高跳 8.34 +1.3 齋藤 理恵 マスターズ 第35回北海道 1 2020/08/02 ○ マスター
45-60m マスターズ陸 ズクラス4

上 5
走幅跳 6.11 +1.0 松田 奈夏 立命館慶祥高 3 全国高等学校陸上競技大会 2 2020/10/23 ○ 北海道高

2020 校新
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2020年度 札幌陸上競技協会 奨励選手

■男子
種目 記録 氏名 所属 学 全国大会等で 大 競技年月日 参考

(風速) 年 の活躍 会
800m  1:58.16 宮澤 朝凪 TONDEN.RC中 3 第８回札幌中 2020/9/22

学選手権大会
800m  1:58.40 宮澤 朝凪 TONDEN.RC中 3 第85回札幌選 2020/9/13

手権
800m  1:58.65 宮澤 朝凪 TONDEN.RC中 3 北海道ジュニ 2020/9/05

ア陸上競技選
手権

800m  1:59.66 宮澤 朝凪 市立札幌開成中等前期 3 第66回通信陸 2020/8/1 通信大会ラン
上札幌大会 キング８位

800m  2:00.67 宮澤 朝凪 市立札幌開成中等前期 3 第66回通信陸 2020/8/1
上札幌大会

800m  2:00.23 澤村 昇利 札幌・あいの里東中 3 第66回通信陸 2020/8/1
上札幌大会

100m  11.62 舛田 快理 札幌・MJAC 1 第８回札幌中 2020/9/22
(+1.9) 学選手権大会

100m 11.68 舛田 快理 札幌・MJAC 1 2020 U-15チ 1 2020/10/4
(+1.8) ャレンジ陸上

100m 11.92 舛田 快理 札幌・MJAC 第66回通信陸 2020/08/02 通信大会ラン
(+1.2) 上札幌大会 キング７位

1500m 4.20.73 大橋 史空 TONDEN.RC中 2 2020 U-15チ 1 2020/10/4
ャレンジ陸上

2000m 6.09.14 大橋 史空 TONDEN.RC中 2 2020 U-15チ 1 2020/10/4
ャレンジ陸上

800m  4:55.04 吉田 裕心 TONDEN.RC小 6 札幌小学記録 2020/8/10
会兼中学記録
会

■女子
種目 記録 氏名 所属 学 全国大会等で 順 競技年月日 参考

(風速) 年 の活躍 位
100m 12.34 神田 琉杏 札幌・AAA 3 北海道ジュニア陸上競技選 2020/9/5

(0.0) 手権
200m 25.77 神田 琉杏 札幌・AAA 3 第８回札幌中 2020/9/21

(+1.2) 学選手権大会
走幅  5.46 神田 琉杏 札幌・AAA 3 第66回通信陸 2020/8/1 通信大会ラン
跳 (+1.4) 上札幌大会 キング７位
100m  12.53 佐藤 あり 札幌・清田中 3 第66回通信陸 2020/8/1 通信大会ラン

(+1.6) さ 上札幌大会 キング２４位
4x100 52.88 菅原 英(1) 札幌・前田中 1 2020 U-15チ 2 2020/10/4
mR ャレンジ陸上

坂下 琉菜 札幌・前田中 2
(2)
狩野 陽愛 札幌・前田中 1
(1)
井内 千尋 札幌・前田中 2
(2)

四種 1854 笠原 葵瑠 札幌・TONDEN.RC 2 2020 U-15チ 3 2020/10/4
競技 ャレンジ陸上
800m 2.19.60 渡辺 栞弓 札幌・TONDEN.RC 6 2020 U-15チ 1 2020/10/4

ャレンジ陸上
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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

常務理事 赤松 幸広 井上 智雄 遠藤 典康 小川 秀一 林 功
志田 光瑞 早崎 勝 安岡 行雄 櫻澤 智志

理 事 安曇 範子 岡村美穂子 北風 沙織 佐藤 圭祐 佐藤 光司
神 慶次郎 鈴木 日菜 竹居田幸藏 竹田 安宏 田中 勇心
大聖 陽平 中島 正樹 新井田 守 藤村 勝江 古田 仁
道浦 陽子 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 大宮 真一 角谷 信 小島 修二 里村美喜夫 世良田弘治
中村冨士雄 原 則行 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 小山 道雄 島 敏昭

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 職 員 岩間 富子
臨時事務職員 平野 伸也

2021・2022年度 一般財団法人札幌陸上競技協会役員
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2021・2022年度 一般財団法人札幌陸上競技協会専門委員会
○総務委員長 井上 晃男（副専務理事兼務）

○財務委員長 早崎 勝

○競技委員長 遠藤 典康

○審判委員長 小川 秀一

○記録委員長 林 功

○強化委員長 赤松 幸広

○普及委員長 井上 智雄

○施設委員長 安岡 行雄

○情報委員長 櫻澤 智志

○広報委員長 志田 光瑞

一般財団法人札幌陸上競技協会

２０２１年度 事業活動計画

専務理事 金 子 博 之

2021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３２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。
特に、コロナ禍における本協会の事業の在り方等の検討を加えながら、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2021年度の事業を進めていきます。
また、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。

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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策をとった運営を行う。
３ 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。
４ 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。

５ 他団体の大会用機器使用料（保険）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（保険）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。

６ 札幌選手権、ﾊｲﾃｸAC杯、札幌陸上フェスティバル、通信陸上、高校新人戦、中学新
人戦等で、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。

７ 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。



- 15 -

札幌陸協情報 令和３年５月１日発行 第１号

８ 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。

９ 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 新｢選手強化育成基金｣（初年度）
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。
※昨年度より、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
託しています。

４ 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（11月28日（日））
・記念誌の発行（2021年度中の発行予定）
・その他

５ 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、厚別公

園競技場改修に向けた要望を提出する。

６ 東京2020オリンピック マラソン・競歩 運営協力

Ⅳ 事 業
１ 総務
（１）2021年方針
ア 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

イ 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。
ウ 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。
エ 90周年事業を推進する。

（２）登録事業
ア 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。

イ 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）指導者派遣事業（指導者協議会）
ア 指導者派遣事業の開始
イ 厚別競技場・「つどーむ」トレーナー活動の推進

２ 競技会開催事業（競技委員会事業計画）
・2021年度 札幌陸上競技協会 主要競技会日程表 「別紙第１」
・2021年度 主催大会 競技種目 「別紙第２」
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３ 選手強化事業（強化委員会事業計画）
・2021年度 中学強化選手
・2021年度 高校強化選手

４ 普及事業
・普及委員会事業計画 「別紙第３」

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

６ 指導者審判養成事業 「別紙第６」
・審判委員会事業計画

７ 施設関連事業 「別紙第７」
・施設委員会事業計画

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55回青梅マラソンの派遣 協会派遣役員：１名 派遣役員：選手団長
・第21回全国障がい者スポーツ大会（三重県）派遣役員 ；２名

10 さっぽろ「選手強化育成」基金
・期間 2021年度～2024年度
・名称「さっぽろ選手強化育成基金」
・スローガン「次期オリンピックに札幌から代表選手を」
・所管 財務委員会
・基金の対象 2020年度終了の基金に準じる
・寄付金額 団体 1口１０，０００円 個人 １口１，０００円

11 その他

２０２１年度 総務委員会事業計画
(1) 2021年度活動方針
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
解をはかり、信頼関係と共働体制の確立をはかる。

②関係諸団体との連携・協力を深め、魅力ある陸上競技協会づくりを目指す。
③各専門委員会や関係各位と連携して選手強化や普及に努める。また、指導者派遣事業
の実施に向けた、調査と環境整備を行う。

(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の資格審査を行い、(一財)北海道陸上競技
協会へ適格者の登録申請を行う。

・審判登録のはたらきかけを積極的に行い、審判登録者数を確保し、競技会運営を円
滑にする。

②刊行物の紹介、斡旋事業
・競技会運営に必要な刊行物の紹介、斡旋を行い、競技規則等の周知をはかる。

(3) 円山・厚別競技場および「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に努める。
②円山・厚別両競技場および「つどーむ」との連携を深め、トレーナー活動の活性化に
努める。

※厚別競技場の担当を施設委員長、「つどーむ」担当を専務理事に委託する。
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(4) 指導者派遣事業に向けた、調査活動と環境整備
①初心者の指導を中心とした、指導者派遣事業の実施に向けて、他地域の実施例などの
情報収集を行う。

②指導者の資格取得(公認指導者“スタートコーチ”、“コーチ1”)に向けた、サポート
(講習会案内等)を強化し、指導資格を有する指導者の育成をはかる。

③派遣条件などを考慮し、可能であれば今年度から指導者の派遣を実施する。

２０２１年度 競技委員会事業計画
「別紙第１」

競技会開催事業

２０２１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 中止 札幌室内陸上競技大会 つどーむ
4 17 土 (午後）審判講習会 厚別

18 日 審判研修会 厚別
29 木（祝） 北海道学連競技会第１戦 厚別

5 1 土 第１回札幌陸上競技フェスティバル(中止) 厚別
2 日
3 月（祝）
4 火（祝） 北海道学連競技会第2戦 厚別
5 水（祝） 北海道・札幌マラソンフェスティバル2021 大通発着
中止 第32回日刊スポーツ豊平川マラソン 真駒内
8 土 第34回高体連札幌支部春季陸上競技大会 厚別
9 日
15 土 第50回春季札幌中学陸上競技大会(中止) 厚別
16 日
18 火 第74回札幌支部高等学校陸上競技選手権大会 厚別
19 水
20 木
21 金
22 土 第73回北海道学生陸上競技対校選手権 厚別
23 日
24 月
29 土 札幌記録会第１戦（国体種目） 厚別

6 5 土 第38回札幌小学生陸上競技大会兼中学記録会 厚別
6 日 第20回札幌市障がい者スポーツ大会 厚別
12 土 第67回全日本中学通信陸上競技札幌大会 厚別
13 日
26 土 第74回札幌市中体連陸上競技選手権大会 厚別
27 日

7 3 土 北海道学連中長距離記録会兼出雲駅伝選考会 厚別
休止 南部忠平記念陸上競技大会 厚別

8 2 月 第9回札幌中学陸上競技選手権 厚別
3 火
9 月振休 札幌小学生陸上競技教室 厚別
14 土 北海道大学駅伝対校選手権大会 モエレ沼公

園
21 土 第50回札幌市中体連陸上競技新人大会 厚別
22 日
26 木 第53回高体連札幌支部陸上競技新人大会 厚別
27 金
休止 北海道マラソン2021 大通－新川
29 日 はまなす車いすマラソン（ショートレース） 真駒内

9 4 土 第9回北海道ハイテクＡＣ杯陸上競技選手権 厚別
調整中 札幌中学駅伝全道札幌選手選考会 真駒内
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９ 11 土 第86回札幌陸上競技選手権大会 厚別
12 日

調整中 第50回北海道学生陸上競技選手権大会 厚別

25 土 第32回川崎静一郎記念陸上競技大会 厚別
10 2 土 第62回札幌市民スポーツ大会（含む中学特殊種目記録会） 厚別

3 日 第46回札幌マラソン 真駒内
16 土 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
17 日 第１回札幌クロスカントリー大会 白旗山
30 土 北海道ちびっこ駅伝大会 厚別

12 26 日 第12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 20 日 2022年度札幌室内陸上競技大会 つどーむ

「別紙第２」

２０２１年度主催大会 競技種目
※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（中止）

第１回札幌陸上競技フェスティバル（５月１日（土）～３日（月）：小・中・高・大・一般）
〇第１日目（中・一）
中・一100m 中 一800m 中・一1500m 中男110mH 一男110mH 中女100mH
一女100mH 中・一4×100mR 中・一走高跳 中・一走幅跳 中砲丸投 一砲丸投

〇第２日目（小・高・一）
小・高・一100m 小4男・小女・高・一800m 小男5.6・1500m 高・一5000m
小80mH 高・一男110mH 高・一女100mH 高・一400mH 高・一5000mW
高・一4×100mR 小混4×100mR 小走高跳 高・一走高跳 小走幅跳
高・一走幅跳 高・一三段跳 高・一やり投 小ジャベリックボール投
高・一ハンマー投

〇第３日目（中・高・一）
中・高・一200m 中・高・一400m 中・高・一1500m 高・一3000m 中男110mH
高男110mH 中女100mH 高女100mH 中・高4×100mR 中・高走高跳
中・高・一棒高跳

高体連札幌支部春季陸上競技大会（５月８日（土）・９日（日））
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１５日（土）・１６日（日））
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

札幌記録会第１戦（５月２９日（土）：中学・高校・一般）※国体種目
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
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男女共通 男女混合４×４００ｍR
※長距離種目については、他地方陸協の記録会等をエントリーしてください。

札幌小学生陸上競技大会兼中学記録会（６月５日（土））
（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
（中）未定

札幌市中学陸上競技選手権大会（８月２日（月）・８月３日（火））
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９日（月））
（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２１日（土）・２２日（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２６日（木）・２７日（金））
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４日（土））
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１１日（土）・１２日（日））
１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ（女）
・５０００ｍ・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兼中学記録会（９月２５日（土））
８０ｍ・１００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ（男）・８０ｍＨ・４×１００ｍＲ
・走幅跳・ジャベリックボール投

札幌市民スポーツ大会陸上競技大会（含む中学特殊種目記録会）（１０月２日（土））
４×１００ｍＲ・４×４００ｍR・女子４×８００ｍR・男子４×１５００ｍR
混合４×４００ｍR

札幌クロスカントリー大会（１０月１７日（日）※白旗山

選手強化事業

２０２１年度 強化委員会事業計画
高校
１．強化合宿
①１１月上旬 Ｕ１９北海道地区合宿
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②１月７日（金）～１３日（木）那覇市 コーチ７名、強化選手４０名

中学
１．強化合宿
①３月下旬 函館市 コーチ５名、強化選手３０名
②９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
③１月 8日（水）～9日（木） 札幌市 コーチ14名 強化選手３４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

２０２１年度 普及委員会事業計画

１ 駅伝練習会（4月18日：真駒内）
２ 大沼駅伝（4月29日：大沼）
３ 小学陸上記録会兼中学記録会（6月5日：厚別）

第１回普及委員会
４ 北海道小学大会出場者合同練習会（7月）
５ 北海道小学生大会（7月23日～24日：函館）
６ 小学陸上教室（8月9日：厚別）
７ 札幌中学駅伝（8月28日：真駒内）※北海道中学駅伝札幌選抜選考
８ 川崎記念陸上（9月25日：厚別）

第２回普及委員会
９ 北海道中学駅伝大会（10月10日：新得）
10 市民スポーツ大会兼中学特殊種目記録会（10月2日：厚別）
11 八剣山トレイルラン（10月：八剣山果樹園）
12 秋季練習会（10月30日：厚別）
13 北海道ちびっこ駅伝大会（10月30日：厚別）
14 滝野ウィンターマラソン（1月：滝野）

第３回普及委員会（年度反省・次年度計画）
「別紙第４・５」

記録・情報・広報事業

２０２１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
・2021年度は、契約アカウント数は40,000に設定し、必要に応じて50,000に拡張する。
※2020年実施分19,456件(2019年の約75%)
※2020年中止分 (2019年の実績) 約25,000件
→ すべて開催されてもエントリー数減少が⾒込まれ、2019年の80%と仮定すると約2

0,000件となる。
→ 試算では、40,000件前後と見立てた。

(2)アスリートランキングv3運用について
・iPadを使⽤した運⽤のさらなる推進。(競技者〜出発、フィールド等)
・v3化に伴う運用マニュアルの整備を検討。
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２ 情報機器関連
(1)インターネット環境
・円⼭競技場は2021年度使用しないが、ポケットWifi５台の機器は更新する。
※厚別での審判員の私物のポケットWifiを借用することも考慮。

(2)パソコン
・古いPCのリプレースを進める。(予算の都合もあり、優先度付けて対応)

(3)タブレット
・追加での配備を計画。
(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。

２０２１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

１ 委託先
稲木 都代子氏

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。
（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１６号発行（２０２１年４月発行予定 第１号）
（２）通算第１７号発行（２０２１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）

５ ２０２０東京オリンピック（マラソン・競歩）への広報活動



- 22 -

札幌陸協情報 令和３年５月１日発行 第１号

「別紙第６」
指導者審判養成事業

２０２１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。
（５）審判員の新型コロナウィルス感染防止対策の徹底をはかる。
２．主要項目
（１）審判講習会、研修会予定 （新型コロナウィルス感染症拡大の状況を勘案する）

○３月１４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
※新型コロナウィルス感染防止のため、リモート（ｚｏｏｍ）にて実施

○４月１７日（土） 2021年度審判講習会（厚別）
○４月１８日（日） 〃 審判研修会（厚別）
○８月２６日（木） 高校B級取得希望者説明会（高校支部新人戦実施日）
○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
説書等を作成配布または、陸協ホームページへの掲載に代えることも検討する。

○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。
○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。
2021年度予定 厚別競技場屋外Wi-Fiシステム「ポジモ」を利用したARへのフィール
ドからのタブレット入力研修（情報委員会との連携）

（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。
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「別紙第７」

施設関連事業

２０２１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
・日刊スポーツ 豊平川マラソン（中止）
・北海道マラソン（休止）
・車いすマラソン ショートレース（真駒内）
８月 日（ ）走路の点検
８月29日（土） 同

・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（ ） 同

２．各競技場整備点検
・長距離用腰ナンバーカード等の点検補充（厚別競技場）
４月上旬～総務委員会と合同で点検

・厚別競技場整備点検
３．円山競技場検定
・11月日本陸連検定員による検定の立ち会い

４．円山競技場、厚別競技場整備に関連して
・札幌市への要望書の提出 等

※円山・厚別競技場トレーナー配置

２０２１年度 財務委員会事業計画

１ ２０２１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。

第５４回 青梅マラソン大会派遣報告
事務局員 岩間 富子

開催日 2020年2月16日（日）
開催地 東京都青梅市
参加人数 30ｋｍの部15,000人、10ｋｍの部4,000人 合計19,000人）

派遣役員 志田 幸雄 会長
岩間 富子 事務局員

選手団長 金子 博之 専務理事
選手 野尻(のじり) 美香(みか)（38）選手…女子30ｋｍ（40歳未満）出場

（記録 2時間16分20秒 26位 総合59位）

猪瀬(いのせ) 和広(かずひろ)（30）選手…男子30ｋｍ（40歳未満）出場
（記録 1時間45分58秒 83位 総合 90位）

長井(ながい) 和樹(かずき)（31）選手…男子30ｋｍ（40歳未満）出場
（記録 1時間47分15秒 95位 総合105位）
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2月15日（土）さっぽろ健康スポーツ財団 井上輝佳常務理事、大聖陽平事業係長
とともに空路9時10分に羽田に到着する。青梅マラソン事務局の迎えのバスで青梅市
に到着後13時から青梅市総合体育館での開会式に出席する。式には2000年シドニーオ
リンピック金メダリストの高橋尚子さん、数々のマラソンで優勝している川内優輝選
手、サッカーの澤穂希さんなどが来賓として出席をしていました。その後、3名の選
手とともにコースの下見に同行しました。全体にとても道幅が狭く市街は急角度の曲
がり角があり、市街地をはずれると眼下には多摩川が流れ、反対側はかなり急な崖に
なっていて、山の中腹に沿って道が作られ、緩いアップダウンが何カ所もあり、ラン
ナーにとっては30ｋｍのコースが、42．195ｋｍのフルマラソンと同じくらいのきつ
さがあるとのことでした。大会当日の午前中は雨が降っていたのですが、30ｋｍのス
タート時はほとんど雨も止み、気温9度と例年に比べてかなり暖かく、適度の湿度も
あって「最高のマラソン日和ですいってらっしゃい」と高橋尚子さんが大声で最後の
選手まで声援を送っていました。女子30kmの部では2020東京オリンピック内定の前田
穂南選手が1時間38分35秒で優勝し、日本最高記録を更新して歓声があがっていまし
た。札幌の3選手も無事完走し、「きつかったけど楽しかった」ととても喜んでいま
した。野尻さんは女子30ｋｍの部26位、猪瀬さんが男子30ｋｍの部83位、長井さんが
95位でした。翌日、15時35分千歳空港で解散。

〒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

広 報 委 員 会 電話・FAX ：(011)532-2471
https://jaaf-sapporo.jp/


