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2021(令和 3)年度  全国競技運営責任者会議  会議日程  

 

2022 年 2 月 12 日(土) 1 日目          ＜進行：中村幹事＞ 

  12:30 オンライン開始 

  13:00 開会（陸連挨拶）     ＜鈴木事務局長＞ 

事務連絡      ＜羽田幹事＞ 

         事務局マーケティング課より 

  13:05 競技会実施報告（諸問題発生事例） 

      （日本選手権：大阪、ＩＨ：福井、全中：茨城、U18・U16：愛媛、 

日本選手権混成：長野） 

  13:25 2022 年度競技規則修改正提案   ＜片岡裕委員＞ 

14:15  質疑応答 

14:45  休憩 

14:55  施設用器具委員会報告    ＜高木施設用器具委員長＞  

15:15  オリンピック・パラリンピック報告   ＜鈴木委員長＞ 

15:50  日本パラ陸連からのお願い    ＜関パラ陸連競技運営委員長＞ 

16:00  事務連絡      ＜羽田幹事＞ 

    終了予定 

 

2022 年 2 月 13 日(日) 2 日目  

9:00  オンライン開始 

9:30 分科会 

＜分科会Ａ 主に競技部長対象＞ 

＜進行 :中村幹事＞  

9:30～11:30 

①競技カレンダー・記録 PT より  

・競技会公認申請    ＜鍋島委員＞  

・記録公認申請     ＜岩脇委員＞  

・監察記録用紙の改訂  ＜片岡典幹事＞  

②広告展示物規則 PT より  

＜田中委員＞  

③PECについて     ＜田中委員＞  

 

＜分科会Ｂ 主に審判部長対象＞ 

＜進行 :本橋委員＞  

9:30～11:30 

①  S級審判昇格審査報告   ＜町田幹事＞  

②  審判ハンドブックPTより（資料参照）  

③  C級審判員について    ＜町田幹事＞  

④  JTOs/JRWJsセミナーについて  

            ＜羽田幹事＞  

⑤  JTO報告        ＜羽田幹事＞  

11:30 休憩 

11:40 分科会報告      ＜A:赤峰委員、B:関委員＞ 

11:45  全体質疑応答 

12:00  WRK と登録システム開発について      ＜三宅経営企画課長＞ 

12:20 事務連絡       ＜羽田幹事＞ 

12:25  閉会挨拶       ＜鈴木委員長＞ 

12:30 閉会予定 
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第１０５回日本陸上競技選手権大会 反省 

 

公益財団法人大阪陸上競技協会 

専務理事 竹内  章 

 

１．大会についての概要 

〇４日間開催【６／２４（木）～２７（日）】 

ジュニア（U20年代）からシニアまでのトップクラスが集う最高峰の大会にするということを目的

に、強化策という意味で、今年から U20の日本選手権も一緒に行われた。 

〇自己記録 

シニアでは男子 44、女子 45、U20では男子 75、女子 59の自己記録がでた。 

〇大会記録 

シニアでは男子 110ｍH、男子 3000ｍSC、男子走幅跳。女子 3000ｍSCの 4種目で、7つ。 

Ｕ2では、男子 800ｍ、男子 3000ｍSC、女子 100ｍ、女子 5000ｍ、女子 3000ｍSCの 5種目で 7つが 

樹立された。 

〇日本記録 

男子 110ｍHと男子 3000ｍSCの 2種目で 2つが誕生した。 

 〇オリンピック内定 

  今大会で新たに男子 14名、女子 1名が内定。 

〇観客 

  １日目（1,475人） 2日目（3,697人） 3日目（1,620人） 4日目（1,774人） 

〇視聴率 

 6/24（木） ＢＳ１／前半 1.5％・後半 2.6％（ＢＳ１ 瞬間最高 4.3％） 

 6/25（金） ＢＳ１／1.9％・総合ＴＶ／15.5％（瞬間最高 22.2％） 

 6/26（土） ＢＳ１／1.0％・総合ＴＶ／6.5％（瞬間最高 8.6％） 

 6/27（日） ＢＳ１／1.4％・総合ＴＶ／8.2％（瞬間最高 9.9％） 

  ※ＢＳの視聴率は、×６～７倍の感覚 

 

２．競技運営に関して 

 ・天候も大きく崩れることなく、おおむねスムーズであった。 

 ・係ごとに集合時間を定めた。主任会議は毎日実施し、前日の反省点や変更事項を連絡した。 

・競技場の無線インカムの不具合（ＮＨＫの無線との干渉）から、係間の連携がうまく取れなかった。有

線や小電力トランシーバーへの切り替えで対応した。進行からの指示を常に確実に受けることができる

体制を整えることが必要である。 

 ・スタートで警告が５件出た。審判長から出発係を通して情報へ連絡、情報で出場種目等を確認し、他の

審判長へ連絡する用紙を作成、総務から配布という体制を２日目以降とった。 

 ・各係からの反省・要望等のまとめは別紙参照。 

 

３．抗議（質問）等に関して 

 ・１００ｍ決勝の写真を確認（着順の確認）したいとの申し出あり。 

  →写真を見せる。着順を確認。 

・決勝進出者決定における同タイム（他の組）の扱いについての質問 

  →ルール通りに対応している旨を説明。写真から１０００分の５の差があることを確認。 

 ・１１０ｍＨのフライング失格に関しての質問２件 

  →スタート時間の測定用紙およびハイスピードカメラも参考にし、説明。 

 ・男子走幅跳において計測の位置が違っていると抗議（手のついた位置で計測） 

  →手をついていないとの抗議で、ビデオを参考に見てほしいとの申し出があった 

   ビデオより、整地した際に残った跡であったことが確認できたため。抗議を認めた。 

  →競技途中での抗議であったため、４回目以降も試技をさせていた。記録に関しては、リザルトに「審

判員のミスにより実際より短い記録となっている」と記載した。 
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係

進行総括 ・ フライング等があった場合、進行がタイトとなり跳躍の盛り上げができなかった。

進行総括 ・ 入場演出に関して、マラソンゲートは遠く、選手の負担となっているのではないか。

進行総括 ・ トランシーバがNHKの電波と干渉し、表彰との連絡に齟齬がでた。他の係との間においても通信不通となった。

進行総括 ・ 若手のアナウンサーを抜擢し、育成する必要がある。

進行総括
・ 今回のイベントプレゼンティーションは、映像と同期していく方向で構成されたが、フィールドﾞの重要な場面での

盛り上げができていないところが多々あった。

進行総括 ・ フィールド内の補助員の数の問題。TVに映る審判員は最小限にしているのが世界の潮流、対応すべきである。

跳躍進行総務 ・ 無線の不具合で、連携がうまくいかない場面が多くあった。

跳躍進行総務 ・ ゲートイン演出は遠い。やらなくてもよいと思う。

跳躍進行総務 ・ ニシの速報システムは見やすかった。名前のルビ打ち、所属先もあれば、アナウンスもやりやすい。

Ｗｰup場担当総務 ・ 練習場係に関して、準備等体力の必要な場面もある。若い人も必要である

Ｗｰup場担当総務 ・ U20と同時開催の為、混雑していた。各チームの場所取りの問題（目に余る行為はなかったが）

Ｗｰup場担当総務 ・ ドリンクのサービスをお願いしたい。メディカルチームの待機は安心材料であった。

Ｗｰup場担当総務 ・ 円盤、ハンマー投の練習の際も1・2レーンの練習も可とした、注意喚起人員を配置した。

Ｗｰup場担当総務 ・ ハードルの台数が不足した。

トラック審判長 ・ インカムが機能しなかった。イエローカードが出た後の連絡方法の確立が必要。

スタート審判長 ・ スタート審判長も2人制にしてほしい。育成も含め考えてほしい。

スタート審判長 ・ U20との同時開催時はもう少しダイヤに余裕があるほうが良い。

跳躍審判長 ・ 測定が確定していないのに、計測器を外し、痕跡を消してしまった。事情を説明し試技のし直しを行った。

招集所審判長 ・ ユニバーサルリレーにおいて、リレーマーカーの準備の連絡がなかった

招集所審判長 ・ ハンマー投げの右投げ・左投げの確認要請があったが、確認結果の回収はなかった。必要だったのか。

招集所審判長 ・ マスクのロゴに関して、学校名が入っていたり、判断に困る部分があった。

技術総務員 ・ ハンマー投の場合、ラインの張替え芝生のメンテに１時間かかる。競技ダイヤを組む際、考慮してほしい。

電光掲示係 ・ NISHIへの要望あり（連絡済）

電光掲示係 ・ 事前に業務内容の連絡があれば準備ができる。急な対応はできない場合がある。

電光掲示係 ・ プレゼンターの掲示の準備をしていたが、「やらない」との指示が来た。連携をうまくすれば可能であったと思う。

電光掲示係 ・ 放送主体ではなく、選手とその競技の特性に沿った日程を考えられないか。

記録係 ・ 速報の掲示を３日目から依頼された。補助員の増員もお願いした。

情報処理 ・ 処理の中心をNISHIが行ってくれたため、トラブル対応についても問題なかった。

シャペロン ・ 事前に日本陸連から人数の依頼があったとのことで、2日目以降はスムーズであった。

シャペロン ・ 初日は男性のみの依頼であったが、実際には女子選手の対象が多く大変であった。

シャペロン ・ モニターがあり、外の様子がわかり助かった。

救護係 ・ テーピングをして欲しいとの選手が来たができないと対応。2日目2名、3日目3名、4日目1名対応。

TIC・競技者受付 ・ 大会前日の競技者受付は８名必要

TIC・競技者受付 ・ TICのスペースをもう少し広く（表彰状を置くテーブルが必要な為）

TIC・競技者受付 ・ 玄関の管理時間（競技受付時間終了と同時に警備・検温が終了、その後も出入りあり）

TIC・競技者受付 ・ 前日練習場において、全体の把握ができる総務員の常駐が必要

TIC・競技者受付 ・ 練習場係に関して、準備等体力の必要な場面もある。若い人も必要である

TIC・競技者受付 ・ 場所取りのルールを明記する必要があると思う。

TIC・競技者受付 ・ UP場の準備が大変（不十分）、朝の準備だけでもわかっているものが手伝いに行くべきである

TIC・競技者受付 ・ PV選手の動線が大変。何か工夫が必要。

PEC担当 ・ 今回のスペースは動線としても良かった。結果確認のため、モニター・PCは必要。

競技者係主任 ・ 棒高跳のアップライトの申請用紙の受取は、他の確認事項を10分間で行うため、困難である。

役員係 ・ ポロシャツの不足があり、サイズや配布枚数の変更で対応した。

役員係 ・ ユニバーサルリレーにおいて、競技終了後に選手を誘導する係の割り当てが必要であった。対応はした。

役員係 ・ ヤンマーフィールド長居の棒高跳の支柱の撤収を急遽お願いした。片付け計画も明確にするべきであった。

写真判定員 ・ レールカメラが９レーンの選手と重なり判定しづらい場面があった。

写真判定員 ・ 5000mにおいて、NHKからの要望でラップを通常の止め方ではないところで止めた。

監察員 ・ U20の3000ｍSCの1000ｍのラップ旗の位置が間違っていた。事前確認を徹底する。

スターター ・ NISHIのサポートは必須である

スターター ・ スタートにおいて警告（イエローカード）がでた。関係者への連絡方法の確立が必要。

風力計測 ・ 平日は審判員が少なく対応に苦慮する、競技開始をもっと遅くすれば集まりやすいのではないか。

風力計測 ・ 跳躍種目でマグサインにはファール時には風速の表示が出ない。表示する必要はないのか。

風力計測 ・ 大きな大会はベテランの競技役員ばかり、若い人は別の部署に。引継ぎの為、若い競技役員を配置してほしい。

投てき主任 ・ 雨対策テント・ハンマードーナツ等の備品管理が現場任せでは困る

投てき主任 ・ トラック競技のない時の音量を考えてほしい。

投てき主任 ・ 4日目の砲丸４種目・やり2種目は審判員が足らず厳しいダイヤであった。

投てき主任 ・ やり投とトラック競技（400ｍH・5000ｍ・800ｍ）が重なると選手がかわいそうであるのと危険である。

投てき主任 ・ 投てきの競技日程を考える際に、練習時間だけでなく諸注意の時間・ラインの張替えの時間も考慮してほしい。

Ｗｰup場主任 ・ 練習計画一覧を倉庫管理（奥アンツーカ）担当者にも渡す必要がある。

反省・要望等

第１０５回日本陸上競技選手権大会  反省・要望等
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