
輪島までの交通手段
　◎飛行機　利用の場合
　　　羽田空港→のと里山空港　約１時間
　　　のと里山空港→輪島駅ふらっと訪夢（特急・路線バス）　約25分
　　　のと里山空港→輪島駅ふらっと訪夢（ふるさとタクシー）約25分
　　　※ふるさとタクシーは事前予約が必要です。
　　　　（ご予約：港タクシー㈱　0768－22－2360）
　◎ＪＲと特急バス　利用の場合
　　　北陸本線：金沢駅下車（西口）→輪島行き特急バス　約２時間→輪島駅ふらっと訪夢まで
　◎自動車利用の場合
　　　北陸自動車道：金沢東　ＩＣ→のと里山海道を経由　約90分
　　　北陸自動車道：金沢森本ＩＣ→のと里山海道を経由　約90分

〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地　　　　
　　　　　　　　　輪島市教育委員会　生涯学習課スポーツ推進室

　　　　　　全日本競歩輪島大会実行委員会事務局　

電話：0768－23－1176　FAX：0768－23－1129
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スピードウォーク大会スピードウォーク大会第14回

日本陸上競技選手権大会・35km競歩日本陸上競技選手権大会・35km競歩

全日本競歩輪島大会全日本競歩輪島大会
兼　ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
兼　杭州2022アジア競技大会 日本代表選手選考競技会 ※男子のみ
兼　ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
兼　杭州2022アジア競技大会 日本代表選手選考競技会 ※男子のみ
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斉藤和夫杯：男女全日本10㎞競歩斉藤和夫杯：男女全日本10㎞競歩

日本代表の切符をかけて日本代表の切符をかけて

“世界一”熾烈な頂上決戦“世界一”熾烈な頂上決戦

日本陸連ホームページでご覧いただけます。

大会映像ライブ配信予定！
（16日（日）のみ）

大会映像ライブ配信予定！
（16日（日）のみ）全日本競歩輪島大会は

スポーツ振興くじの
助成を受けています。

★コース
　道の駅輪島ふらっと訪夢前往復コース
　日本陸連公認競歩コース
（１周１kmの往復コース）
★主催
　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

★コース
　道の駅輪島ふらっと訪夢前往復コース
　日本陸連公認競歩コース
（１周１kmの往復コース）
★主催
　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



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
北國新聞社・北陸放送・テレビ金沢
スポーツ庁・石川県・公益財団法人石川県スポーツ協会・石川県高等学校体育連盟・石川県中学校体育連盟・輪島市体育協会・北陸陸上競技協会
アシックスジャパン株式会社・大塚製薬株式会社・日本航空株式会社・株式会社ニシ･スポーツ・デンカ株式会社
一般財団法人石川陸上競技協会
石川県輪島警察署・輪島市交通安全推進隊・航空自衛隊輪島分屯基地・輪島市陸上競技協会

2023年4月15日（土）・16日（日）
4月15日（土） 9時00分～17時00分　輪島市文化会館ロビー
4月16日（日） 6時30分～ 9時00分　輪島市文化会館ロビー

（１）開始式　全日本競歩輪島大会の部
　　　　　　　　　○日時：4月15日（土）11時00分　　○場所：輪島市文化会館　大ホール
（２）表彰式 ○日時：4月15日（土）、16日（日）競技終了後準備でき次第　　○場所：輪島市文化会館　大ホール

（３）種目・競技開始時間
　　　【4月15日（土）】※高校１・２年3km競歩及び中学3km競歩は、参加数によって男女同時スタートになることがある。その場合男子の時間帯に合わせる。

種　　目 競技開始時刻 招集開始時刻 招集完了時刻
　　女子中学　　　　　 3km競歩 12：20 11：45 12：05
　　女子高校（１・２年）3km競歩 12：20 11：45 12：05
　　男子中学　　　　　 3km競歩 13：00 12：25 12：45
　　男子高校（１・２年）3km競歩 13：00 12：25 12：45
　　男子全日本　　　　10km競歩
　　＜斉藤 和夫杯＞ 13：40 13：05 13：25
　　男子Ｕ２０　　　　10km競歩
　　女子全日本　　　　10km競歩
　　＜斉藤 和夫杯＞ 14：40 14：05 14：25
　　女子Ｕ２０　　　　10km競歩

　　　【4月16日（日）】
種　　目 競技開始時刻 招集開始時刻 招集完了時刻

　　日本選手権　　男子35km競歩 8：00 7：30 7：45　　日本選手権　　女子35km競歩 
　　女子高校　　　　　 5km競歩 11：35 11：00 11：20
　　男子高校　　　　　 5km競歩 12：15 11：40 12：00

道の駅輪島ふらっと訪夢前往復コース・日本陸連公認競歩コース（１周１ｋｍの往復コース）

（１）2023年度本連盟登録競技者で、2022年１月１日から2023年３月22日（本競技会出場申込み締切日）までに下記の参加標準記録（公認記録）  
　　　突破者及び参加基準年齢を満たし、日本国籍を有する者。（日本で生まれ育った外国籍競技者を含む）
（２）日本陸連強化委員会が推薦した競技者

【男子】下記の参加標準記録を突破した競技者
参加標準記録 参加基準年齢

　日本選手権35km競歩 35kmW
20kmW

35000mW
20000mW

3時間05分00秒
1時間40分00秒 2005年4月1日以前に生まれた競技者

　全日本10km競歩
20kmW
10kmW
5kmW

20000mW
10000mW
5000mW

1時間40分00秒
49分00秒
23分30秒

2005年4月1日以前に生まれた競技者

　Ｕ20 10km競歩 10kmW
5kmW

10000mW
5000mW

50分00秒
24分00秒

2004年1月1日から
2008年4月1日までに生まれた競技者

下記の記録で完歩または完走できる競技者
記　　録 参加基準年齢

　高校5km競歩 5kmW
3kmW

5000mW
3000mW

27分30秒
16分30秒

2005年4月2日から
2008年4月1日までに生まれた競技者

　高校3km競歩（1・2年） 3kmW 3000mW
3000m

17分00秒
10分30秒

2006年4月2日から
2008年4月1日までに生まれた競技者

　中学3km競歩
3kmW 3000mW

3000m
1500m
800m

23分00秒
10分30秒
4分45秒
2分20秒

2008年4月2日から
2011年4月1日までに生まれた競技者

【女子】 下記の参加標準記録を突破した競技者
記　　録 参加基準年齢

　日本選手権35km競歩 35kmW
20kmW

35000mW
20000mW

3時間15分00秒
1時間50分00秒 2005年4月1日以前に生まれた競技者

　全日本10km競歩
20kmW
10kmW
5kmW

20000mW
10000mW
5000mW

2時間00分00秒
58分00秒
28分00秒

2005年4月1日以前に生まれた競技者

　Ｕ20 10km競歩 10kmW
5kmW

10000mW
5000mW

58分00秒
28分00秒

2004年1月1日から
2008年4月1日までに生まれた競技者

下記の記録で完歩または完走できる競技者
記　　録 参加基準年齢

　高校5km競歩 5kmW
3kmW

5000mW
3000mW

29分00秒
17分30秒

2005年4月2日から
2008年4月1日までに生まれた競技者

　高校3km競歩（1・2年） 3kmW 3000mW
3000m

18分00秒
11分30秒

2006年4月2日から
2008年4月1日までに生まれた競技者

　中学3km競歩
3kmW 3000mW

3000m
1500m
800m

24分00秒
11分30秒
5分20秒
2分35秒

2008年4月2日から
2011年4月1日までに生まれた競技者

2023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よる。
大会競技注意事項および各連絡事項等は日本陸連ＨＰおよび石川陸上競技協会ＨＰにて掲載するので確認すること。
※男女中学及び高校1.2年3ｋｍ競歩以外の種目についてはペナルティーゾーンを設置した競技運営を行う。（ルールブック-競技規則TR54.7 参照）
日本選手権男子35km競歩 7,000円　　　日本選手権女子35km競歩 7,000円　　　全日本10km競歩 5,000円　　Ｕ20 10km競歩 4,500円
高校５km競歩 2,500円　　　高校３km競歩（1・2年） 2,500円　　中学３km競歩 1,000円
　※２０２３年４月２日時点の登録での参加料です。
　※傷害保険補償内容　 死亡・後遺障害50万円　入院（日割）5,000 円　通院（日割）3,300 円（大会参加中に負傷した場合に限る）
　※参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。　　
（１）インターネット申込みとする。
　　　日本陸連、石川陸協、輪島市のホームページをご確認ください。「イーモシコム」（https://moshicom.com/80094/）からお申込みいただきます。
（２）参加料の送金方法　コンビニ決済およびクレジットカードに限る。
（３）申込期間　2023年2月22日（水）10：00から3月22日（水）17：00
　　　※2023年度日本陸連登録予定のクラブまたは学校名で申込を行って下さい。
　　　※申込後に所属先及び登録番号が変わった場合は速やかに大会事務局
　　　　へFAXで連絡すること。
　　　※中学生・高校生は必ず学校長の承諾を得て申し込むこと。
　　　※右のＱＲコードからもアクセスできます。

大会参加が認められた後に欠場するものは、本大会規定の欠場届（日本陸連webサイト  http://www.jaaf.or.jp/about/resist/athleticclub/form/）
を大会前日までに本大会実行委員会事務局へ提出（FAX 0768-23-1129）すること。大会期間中はTICに提出のこと。
下記の制限時間を経過した競技者または競技運営及び交通事情に支障が出る場合は競技を打ち切ることがある。
【4月15日（土）】 種　　目 競技開始時刻 競技打切時間 競技打切時刻

　女子中学　　　　　 3km競歩 12：20 　スタートから25分を経過したら競技を打ち切ることがある 12：45
　女子高校（１・２年）3km競歩 12：20 　スタートから25分を経過したら競技を打ち切ることがある 12：45
　男子中学　　　　　 3km競歩 13：00 　スタートから25分を経過したら競技を打ち切ることがある 13：25
　男子高校（１・２年）3km競歩 13：00 　スタートから25分を経過したら競技を打ち切ることがある 13：25
　男子全日本　　　　10km競歩 13：40 　スタートから50分を過ぎて最終周回に入らない競技者 14：30　男子Ｕ２０　　　　10km競歩
　女子全日本　　　　10km競歩 14：40 　スタートから１時間を過ぎて最終周回に入らない競技者 15：40　女子Ｕ２０　　　　10km競歩

【4月16日（日）】 種　　目 競技開始時刻 競技打切時間 競技打切時刻
　男子日本選手権　　35km競歩 8：00 　スタートから３時間20分を過ぎて最終周回に入らない競技者 11：20
　女子日本選手権　　35km競歩 8：00 　スタートから３時間25分を過ぎて最終周回に入らない競技者 11：25
　女子高校　　　　　 5km競歩 11：35 　スタートから30分を経過したら競技を打ち切ることがある 12：05
　男子高校　　　　　 5km競歩 12：15 　スタートから30分を過ぎて最終周回に入らない競技者 12：45

（１）男女日本選手権35km競歩の１位～３位にメダル、１位～８位には賞状を授与する。
（２）斉藤和夫杯男女全日本10km競歩優勝者には、優勝カップと斉藤和夫杯、１位～３位にはメダル、１位～８位には賞状を授与する。
　　　男女Ｕ20 10km競歩・男女高校５km競歩・男女高校３km競歩・男女中学３km競歩優勝者には優勝カップ、１位～３位にはメダル、
　　　１位～８位には賞状を授与する。
競技会における広告および展示物規程により、競技場内で着用できる衣類等に掲出できる製造会社名／ロゴ、スポンサー名／ロゴの大きさ、数に
ついては下記の様になっている。事前に確認しておくこと。違反した場合にはテープ等でマスキング処置を行う。
アスリートキット
（１）競技用の衣類（トップス、ベスト、パンツ、レギンスなど）、ウォームアップ用の衣類、セレモニーキット、トラックスーツ、Ｔシャツ、
　　　スウェットシャツ、スウェットパンツ、レインジャケット
　　○上衣・下衣 〔それぞれ〕 ＊スポンサー名／ロゴは上下全く同じものでなければならない。
　　・製造会社名　／ロゴ：1 つ／一箇所40㎠（高さ5cm）まで
　　・スポンサー名／ロゴ：1 つ／一箇所40㎠（高さ5cm）まで
　　・所属団体名／ロゴまたは学校名／ロゴ：〔所属団体名／ロゴ〕上衣　前後　各一箇所　＊長さは問わないが、高さは前：5cm、後：4cmまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下衣　一箇所　＊長さは問わないが、高さは5cmまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔学校名／ロゴ〕　　上衣・下衣　大きさの規制なし
（２）競技者が着用するあらゆるその他のアパレル（靴下、ヘッドギア、帽子、ヘッドバンド、手袋、アームバンド、メガネ、サングラス ｅｔｃ )
　　・製造会社名／ロゴ：1 つ／一箇所6㎠（高さ3cm）まで　　＊メガネおよびサングラスについては、製造会社名／ロゴを二箇所掲出できる。
　　・所属団体名／ロゴまたは学校名／ロゴ： 1 つ／一箇所　〔所属団体名／ロゴ〕6㎠まで　　〔学校名／ロゴ〕大きさの規制なし
個人の所有物およびアクセサリー
（１）タオル バッグ
　　・製造会社名／ロゴ：1 つ／一箇所　40㎠（高さ5cm) まで
　　・スポンサー名／ロゴまたは競技者名／競技者個人のハッシュタグ：2つ／二箇所 それぞれ40㎠（高さ5cm）まで
　　＊バッグについては、スポンサー名／ロゴのうち1 つ／一箇所を、以下のいずれかに変更できる
　　・所属団体名／ロゴ、学校名／ロゴ：一箇所　〔所属団体名／ロゴ〕長さは問わないが高さは5cmまで　〔学校名／ロゴ〕大きさの規制なし
（２）飲料ボトル
　　・ドリンクの提供者、製造会社、および（または）アスリートスポンサー名／ロゴ：２つ／二箇所　それぞれ40㎠（高さ5cm）まで
　　＊ペットボトルを持ち込む場合はラベルをはがすこと。
⑴　本競技会は、ワールドアスレティックス(WA)　アンチ・ドーピング規則および規程、もしくは日本アンチ・ドーピング規程に基づく競技会（時）
　　ドーピング検査対象大会である。競技会（時）検査は大会前日23時59分から検査が終了するまでの期間であり、尿又は血液（或いは両方）の
　　採取が行われる。検査該当者は検査員の指示に従って検査を受けること。
⑵　競技会（時）検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要となる。顔写真のついた学生証、社員証、運転免許証、または顔写真が　
　　鮮明なパスポートコピーなどを持参すること。
⑶　本競技会参加者（18歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程に従いドーピング検査の
　　対象となることに同意したものとみなす。18歳未満の競技者については、本競技会へのエントリーにより、親権者の同意を得たものとみなす。
⑷　上記⑶にかかわらず本競技会に参加する 18歳未満の競技者は、親権者が署名した同意書を大会に持参すること。親権者の同意書フォームは、
　　日本アンチ・ドーピング機構（JADA）のウェブサイト( https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html )からダウンロードできる。
　　18歳未満の競技者はドーピング検査の対象となった際に、親権者の署名した当該同意書を担当検査員に提出すること。なお、親権者の同意書
　　の提出は18歳未満時に１回のみで、当該同意書の提出後に再びドーピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピン
　　グ検査時に申し出ること。ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査後７日以内に JADA 事務局へ郵送にて
　　提出すること。ドーピング検査実施時に親権者の同意書の提出がなかった場合でも、ドーピング検査手続に一切影響がないものとする。
⑸　本競技会参加者は、JADAクリーンスポーツ・アスリートサイト（https://www.realchampion.jp、右記のQRコード）を
　　利用して、アンチ・ドーピングについて事前に学習しなければならない。
⑹　本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回避した場合、
　　検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することができなかった場合等は、
　　アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング
　　規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。
⑺　競技会（時）・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了後２時間の安静が必要となることがある
　　ことに留意すること。
⑻　ＴＵＥ申請について
　　禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得ない競技者は“治療使用特例（TUE)”の申請を行わなけれ
　　ばならない。詳細については、日本陸上競技連盟医事委員会のウェブサイト（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又はJADAの
　　ウェブサイト（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。禁止物質・禁止方法についてTUEが付与されている場合には、その証明書
　　（コピーで可）をドーピング検査の際に検査員へ提出すること。
⑼　WAアンチ・ドーピング規則および規程、日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、WAまたはJADAのウェブ
　　サイトにて事前に確認すること。
（１）主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を順守し個人情報を取り扱う。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、公式ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。
（２）本大会はテレビ放送及びインターネット上で動画配信を行うことがある。
（３）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者及び主催者、共催者が承認した第三者が大会及び宣伝等の目的で、大会プログ
　　　ラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。
（１）締 切 日　2023年3月14日（火）必着
（２）申込方法　宿泊希望者には、１泊２食8,000円～で紹介する。別紙宿泊申込書に
　　　　　　　　必要事項を明記し、右記の申込先に申し込むこと。
　　　　　　　　※下記に申込む場合は旅行会社等を通さないで下さい。
　　　　　　　　※宿に限りがあるのでご希望に添えない場合があります。（先着順）
　　　詳しくは「わじまスポーツinn（https://wajimanavi.jp/sports/）」をご覧ください。

「輪島市教育委員会生涯学習課スポーツ推進室内」
〒928－8525　石川県輪島市二ツ屋町２字29番地　電話：0768－23－1176

（１）参加者は事前に健康診断を受け、健康上問題がない者とする。
　　　競技中に発生した傷害、疾病についての救急処置は主催者において行うが、以後責任は負わない。
（２）申込後、申込内容に変更が生じた場合は速やかに大会事務局に連絡して下さい。
（３）練習会場
　　　　輪島市マリンタウン競技場
　　　　場所：ホテル・ルートイン輪島横（徒歩３分）　日時：4月14日（金）～15日（土）6時00分～18時00分
（４）ウォーミングアップエリア　　　　　輪島市ふらっと訪夢内ウォーミングアップエリア
（５）大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上において画像や動画を配信することを含む）
　　　を禁止する。
（６）新型コロナウイルスの対策について
　　　本連盟主催大会では、「陸上競技活動再開のガイダンス」に準拠し競技会運営を行います。
　　　ガイダンス 最新版は、本連盟 HP（https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/）に掲載しておりますので、本大会参加者の皆様は、必ず
　　　事前にお目通しいただき、感染症対策を徹底したうえでのご参加をお願いいたします。HPにて最新情報をご確認ください。
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【大会事務局】〒928-8525　
石川県輪島市二ツ屋町２字29番地
輪島市教育委員会 生涯学習課スポーツ推進室
全日本競歩輪島大会 実行委員会事務局 宛
電　話：0768－23－1176　
ＦＡＸ：0768－23－1129

申込先　〒928ー0001
石川県輪島市河井町20－1－131
「わじま観光案内センタ－ 競歩大会宿泊係 宛」
電　話：0768－22－1503
ＦＡＸ：0768－22－0136




