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第３１回理事会 

 

日  時  令和元年１２月１４日(土)午後１４時００分 

会  場  千葉県総合スポーツセンター 宿泊研修所第３研修室 

出席状況  出席 ２３ 名  欠席 ７ 名   計 ２３／３０ 

議事内容 

（１） 栄章贈与候補者（案）について 

（２） 令和２年度行事予定（案）について 

（３） 令和２年度競技会要項（案）について 

（４） 日本陸上競技連盟上級審判員推薦について 

（５） 定款及び規定の見直しについて 

報告内容 

（１） 千葉県スポーツ協会理事会について 

（２） 関東陸上競技協会理事会について 

（３） ２０２０ちばアクアラインマラソンについて 

（４） 第７４回国民体育大会について 

（５） 第３５回東日本女子駅伝大会について 

（６） 令和元年度中間財務報告について   

（７） 各専門委員会より 

（８） その他 

 

１ 開会 午後１４時００分 

 

２ 定数確認（木内専務理事） 

 定数３０  出席２３名  欠席７名   計 ２３／３０ 

 定款第３７条により、本理事会は成立。 

 

３ 会長挨拶（宇野会長代理 高津副会長より） 

（要旨）本日宇野会長が所用により欠席の為、高津より挨拶を申し上げる。台風の被災地

域にお見舞いを申し上げる。今年度のトラックシーズンが無事に終了した。皆様に

感謝申し上げる。ただ今ロードシーズンが真最中であり、第３５回東日本女子駅伝

千葉県優勝は大変喜ばしい限りである。今後の活躍をさらに期待する。本日は次年

度に関わる議題も多くあり、慎重な審議をお願いする。 

 

 



４ 議長選出 

木内専務理事から説明があった。 

・議長選出については定款第３６条により、「代表理事又は業務執行理事があたる。」と

ある。代表理事である宇野会長が本日は所用により欠席のため、長谷川副会長に議長

をお願いする。 

 

５ 議事録署名人 

長谷川代表理事から説明があった。 

・定款第４１条により、「代表理事及び監事が記名押印する。」とある。よろしくお願い

する。 

 

６ 議 事 

議案（１）栄章贈与候補者（案）について 

議長から、議案（１）について、木内専務理事に説明するよう指示があった。 

（木内専務理事） 

栄章贈与候補者（案）日本陸上競技連盟表彰贈与候補者の資料参照を願いたい。 

◎秩父宮賞 

令和元年度は千葉県への割り当てはなく、該当者なし。 

◎高校優秀指導者章贈与候補者 

鈴木 孝三（木更津総合高等学校） 

◎中学優秀指導者章贈与候補者 

佐藤 佳亮（松戸市立第五中学校） 

◎高校優秀選手章贈与候補者 

村竹 ラシッド（千葉県立松戸国際高等学校） 

◎中学優秀選手章贈与候補者 

  ハッサン ナワール(松戸市立第五中学校) 

 

議長から議案（１）栄章贈与候補者（案）について、質問及び意見が求められたが特に

なく、承認された。 

 

議案（２）令和２年度行事予定（案）について 

議長から、議案（２）について、市東総務委員長に説明するよう指示があった。 

市東総務委員長からの説明前に、競技場改修工事の進捗状況について木内専務理事より

説明があった。 

 

 



（木内専務理事） 

 本来は３月３１日に競技場改修工事が終了する予定であった。しかし地盤に問題が発覚 

し、再検査を行っている状況で工事は一時中断している。改修工事終了の見通しは５月 

末から６月中旬の予定である。よって、千葉陸上競技協会行事予定表（案）の資料は不 

十分な点もあるのでご理解をいただき審議を願う。 

（市東総務委員長） 

２０２０年（令和２年度）千葉陸上競技協会行事予定表（案）の資料参照を願いたい。 

ただ今、木内専務理事より競技場改修工事の工期終了延期の説明があり、その状況を踏

まえて説明をする。  

・令和２年３月２９日 千葉陸上競技協会審判講習会 千葉大学で開催。 

・県記録会は、日程は例年通り。第２陸上競技場で実施。種目数は限定する。 

・高校総体支部大会は、例年通りである。第３支部大会のみ未定である。 

・千葉マスターズ記録会日程は検討中である。 

・高校総体は、現在日程並びに場所は未定である。 

・高校記録会は、日程は例年通りを予定。第２陸上競技場で実施する。 

・千葉県障害者スポーツ大会は例年より１週下げて、５月３１日市原臨海競技場で実施

する。 

・全国小学生交流千葉県選考会の日程は例年通り。第１陸上競技場を予定。工期が遅れ

た場合、場所は未定である。 

・千葉県選手権の日程は例年通りである。第１陸上競技場を予定。工期が遅れた場合、

場所は未定である。 

・県中学通信陸上は例年通りである。 

・クラブ対抗は例年通りである。 

・県中学総体は会場が船橋となる。日程は例年通りである。 

・国体最終選考会はオランダチームのオリンピック練習会場の為、８月２４日（月）予

定である。会場は第１陸上競技場。 

・ジュニアオリンピック最終選考会 例年通りである。 

・第３６回東日本女子駅伝選手選考会 例年通りである。 

・高校新人支部大会は４支部とも例年通りである。 

・CHIBA U１３ ATHLETIC EVENT2020例年とおりである。 

・県高校新人大会 例年通りである。 

・県中学新人大会 例年通りである。 

・秋季記録会は昨年度実施しなかったが、令和２年１０月１０日（日）実施。 

・１０月１８日（日） ２０２０ちばアクアラインマラソン実施。 

・県中学男子・女子駅伝例年通りである。 

・県高校男子・女子駅伝例年通りである。 



・千葉県民体育大会１１月１日（日）に実施する。 

・U13、U16Long－Distance Run 例年通りである。 

・男子 女子都道府県別対抗駅伝選考会 例年通りである。 

・千葉県小学生クロカントリーは例年の１０月又は１１月開催から変更し、２月７日（日）

になる。 

・県中学新人駅伝大会 例年通りである。 

 

議長から議案（２）令和２年度行事予定（案）について、質問及び意見が求められたが

特になく、承認された。 

 

議案（３）令和２年度競技会要項（案）について 

議長から、議案（３）について、伊藤競技運営委員長に説明するよう指示があった。 

（伊藤競技運営委員長） 

２０２０年（令和２年度）千葉陸上競技協会大会要項（案）の資料参照を願いたい。 

千葉陸上競技協会大会要項を含め各団体の大会要項は、詳細が決定したのちに次回理事 

会で示す。但し第５４回千葉県陸上競技記録会の要項について、本理事会での審議を願 

う。 

・４月１１日・１２日・１８日・１９日の開催。第 2陸上競技場のみで実施する。 

・第２陸上競技場で実施する関係で、昨年度の参加人数やタイムテーブル等を検討し、

例年のタイムテーブルを一部変更する。 

・次の種目男女２００ｍ、男女８００ｍ、３０００ｍSC、１００００ｍ、１００００ｍ

W、女子５０００ｍ、男女ハンマー投げ、男女棒高跳びは実施しない。また１人３種目

を２種目に変更する。 

 

議長から第５４回千葉県陸上競技記録会の要項について、質問及び意見が求められたが

特になく、承認された。 

 

木内専務理事より、オリンピックオランダチームの練習期間について説明があった。 

（木内専務理事） 

オリンピック、オランダチームが練習として千葉県総合スポーツセンター陸上競技場を

使用する。期間は７月１２日～８月４日。パラリンピックが８月１１日～２１日。 

 

（伊藤競技運営委員長） 

伊藤競技運営委員長より、第５４回千葉県陸上競技記録会後の大会要項について概略の

説明があった。２０２０年（令和２年度）千葉陸上競技協会大会要項（案）の資料参照

を願いたい。 



 ・第７３回千葉県選手権大会 例年通り。改修工事終了時期により変更することもある。 

参加標準記録一部変更。男子走り幅跳び６ｍ７０から変更６ｍ８０となる。女子棒高

跳２ｍ８０から変更２ｍ９０となる。 

・第５２回千葉県クラブ対抗陸上競技大会例年通り。 

・第７５回国民体育大会最終選考会 オリンピックの関係で８月２４日（月）となる。 

 国体最終選考会参加標準記録を、一部の種目ではあるが記録を高く改正する。 

・第３６回東日本女子駅伝千葉健選手選考会 例年通り。 

・千葉県陸上競技秋季記録会 １０月１０日（土）開催。 

・第３９回都道府県対抗女子駅伝千葉県選手選考並びに第２６回都道府県対抗男子駅伝

千葉県選手選考 例年通り。 

 ・第７０回千葉県民体育大会 令和２年１１月１日（日）開催である。 

補助金減額の為、今年度より参加費５００円を徴収する。また公認大会とする。 

他の大会については次回理事会で示す。以上である。 

 

（高体連 香取委員長） 

高体連香取委員長より、第４０回千葉県高校陸上競技記録会の要項について説明があっ

た。 

 ・競技場改修工事の状況によるが、例年通りの日程である。但し、改修工事終了時期の

関係で、第２競技場のみの場合は、種目の制限や出場種目数の制限をする考えである。 

  

議案（４）日本陸上競技連盟上級審判員の推薦について 

議長から、議案（４）について、伊藤競技運営委員長に説明するよう指示があった。 

（伊藤競技運営委員長） 

千葉陸上競技協会 S 級公認審判員候補者推薦名簿並びに A 級公認審判員候補者推薦名簿

の資料参照を願いたい。 

≪S級公認審判員候補者≫ 

・木内 俊秀氏 ・塩谷 常三郎氏 ・保田 透氏 ・小曽根 正典氏  

・今井 淳史氏 ・前原 章人氏 ・青柳 芳政氏 ・田崎 栄次氏 ・木村 康夫氏 

・黒田 泰三氏 ・高山 雄司氏 ・塚越 健氏  ・後藤 清治氏 ・小林 武彦氏 

以上１４名を推薦する。 

≪A級公認審判員候補者≫ 

 ・内藤 節子氏 ・長谷川 里志氏 ・菊地 宏氏 ・北原 慎也氏 ・滝田 輝行氏 

 ・山田 貴志氏 ・羽石 康氏   ・山田 久男氏 

以上８名を推薦する。 

 

議長から議案（４）日本陸上競技連盟上級審判員の推薦について、質問及び意見が求め



られたが特になく、承認された。 

議案（５）定款及び規定の見直しについて 

議長から、議案（５）について、木内専務理事に説明するよう指示があった。 

（木内専務理事） 

第１回「定款及び規約検討準備委員会」の資料参照を願いたい。 

 ・委員長他役員の互選 

  委員長  木内専務理事 

  副委員長 香取常務理事 

  書記（記録）庶務 岡野総務委員、中村事務局員 

・検討内容 

  理事会アンケートに基づき精選する。 

・検討スケジュールについて 

  ２０２０年５月末     準備委員会で活動 検討方針、改訂原案作成 

  ２０２０年６月理事会   検討委員会発足 準備委員会から業務引き継ぎ 

２０２１年４月理事会   検討結果を提案 審議し理事会案を決裁 

２０２１年６月評議委員会 審議決定 

２０２１年７月      定款、規定改訂施行 

 ・次回開催予定 

   ２０２０年３月理事会に準備委員会を開催 

以上の過程で定款及び規定の見直しを進める。審議を願う。 

 

議長から議案（５）定款及び規定の見直しについて、質問及び意見が求められたが特に

なく、承認された。 

 

７ 報告事項 

報告事項（１）千葉県スポーツ協会理事会より 

議長から木内理事に、千葉県スポーツ協会理事会の報告をするよう指示があった。 

（木内理事） 

令和２年１１月１３日第２回千葉県スポーツ協会理事会の報告をする。詳細は別途資料

参照を願う。 

①千葉県スポーツ協会表彰について 

②国民体育大会について 

③第６９回国民体育大会について 

④次期役員選定委員会について 

⑤専門委員会等報告について 

⑥都道府県体育協会連合会報告について 



 

報告事項（２）関東陸上競技協会理事会より 

議長から木内理事に、関東陸上競技協会理事会の報告をするよう指示があった。 

（木内理事） 

令和２年８月２５日第２回関東陸上競技協会理事会の報告をする。詳細は別途資料参照

を願う。 

①山梨県役員改選について 

②令和元年度後期行事計画について 

③令和２年度関東陸上競技選手権大会日程について 

④関東陸上競技選手権大会申し合わせ事項の確認 

 ・日本選手権推薦については例年通り 

 ・リレーに関して同一校２チームが承認される。 

⑤JRWJs育成セミナーについて 

 

報告事項（３）２０２０ちばアクアラインマラソンについて 

議長から木内専務理事に、２０２０ちばアクアラインマラソンの報告をするよう指示が

あった。 

（木内専務理事） 

・前年準備として、現在第１次審判出欠確認を行っている。回答率（出欠提出）が低い。

各理事からの呼び掛けを願う。 

・１２月７日に、事前のコース視察をした。ハーフマラソンのフィニッシュ部分の一部

コース変更とマラソン折り返し部分の一部変更がある。 

・１２月１５日に、各主任とのコース視察を実施する。 

・２０２０ちばアクアラインマラソン予定表について報告する。 

９月１９日（土）全体訓練会 袖ヶ浦市臨海スポーツセンター体育館 

１０月  ４日（日）競技役員責任者会議 木更津市民体育館・袖ヶ浦市民会館 

１０月１７日（土）主任副主任会議  

１０月１８日（日）２０２０ちばアクアラインマラソン 

 

報告事項（４）第７４回国民体育大会について 

議長から伊東強化委員長に、第７４回国民体育大会の報告をするよう指示があった。 

（伊東強化委員長） 

詳細は別紙資料を参照願いたい。 

・関係者のご支援とご協力に感謝する。 

・天皇杯 第６位、９８．５点 皇后杯 第６位、５７点の結果である。 

・世界選手権と重なり選手選考に苦慮した。今回は女子選手の活躍が大きく目立った。 



報告事項（５）第３５回東日本女子駅伝大会について 

議長から滝田駅伝部長に、第３５回東日本女子駅伝大会の報告をするよう指示があった。 

（滝田駅伝部長） 

詳細は別紙資料を参照願いたい。 

・結果、優勝である。（通算１０回目）記録は２時間１８分５６秒である。全区間で上位

の記録で走る。選手は頑張ってくれた。 

 

滝田駅伝部長から、第２５回男子都道府県駅伝並びに第３８回女子都道府県駅伝のコー 

チ並びに選手選考について説明があった。 

・第２５回男子都道府県駅伝並びに第３８回女子都道府県駅伝のコーチ並びに選手選考

について別紙資料の通りである。審議を願う。 

 

議長から第２５回男子都道府県駅伝並びに第３８回女子都道府県駅伝のコーチ並びに選

手選考ついて質問及び意見が求められたが特になく、承認された。 

 

報告事項（６）令和元年度中間財務報告について 

議長から、財務関係の報告をするよう、西脇財務部長に指示があった。 

（西脇財務部長） 

・事務局より説明をする。 

（事務局 中村事務局員） 

・上半期の財務状況を報告する。安定した財源確保ができており、財務状況は健全であ

る。今後の課題として、財源確保の為には記録会は重要となる。日程的に厳しいとこ

ろはあると思うが、今後、秋季記録会を２日間開催にするなどの検討を願う。 

 

（伊藤競技運営委員長） 

 ・競技場の調整で日程的に難しいところはあるが、今後、検討の余地はある。 

 

報告事項（７）専門委員会より 

議長から各専門委員長等に指示があり、委員会ごとに各委員長が説明をした。 

総務委員会（市東委員長） 

・千葉陸上競技協会要覧を配布した。個人情報の為取り扱いは慎重に願う。 

・理事の方は加入団体の代表でもあるので要覧の保管を願う。 

・競技場改修の為、４月の理事会開催は流動的である。 

・関東陸上競技協会功労賞推薦用紙３月１３日提出。栄章規定に基づいて推薦を願う。 

・記録情報より、３月２１日理事会が行われる。同日午前中に各団体記録情報担当者研

修会を行う予定である。 



競技運営委員会（伊藤委員長） 

総括の資料参照願う。 

・例年より審判の出席状況は良好である。 

・審判の服装については徹底を図るよう指示をする。 

・自然災害等含む緊急時の大会実施の決定や運営、その際の HP 等の連絡・通信手段を

今後検討する。 

・２０２０アクアラインマラソンの全体練習会が日曜日から土曜日開催となる。 

強化委員会（伊東委員長） 

・令和２年１月１１日～１２日武道大学にて強化合宿を行う。 

・高体連と連携し、高校生を中心とした強化を充実させる。 

施設用器具委員会（松本委員長代理 木内専務理事より） 

・第１陸上競技場が改修中である。 

・器具の新調が進んでいる。 

・スターターの電子音への変更。それに伴う講習会が必要である。 

学連（越川理事） 

・６大学対抗での千葉陸上競技協会の協力に感謝する。 

・全日本インカレで順天堂大学が９年ぶりの優勝を果たした。 

高体連（香取委員長）  

 ・第２３回関東選抜新人陸上競技大会結果一覧資料参照を願う。最初に大会運営のご協

力に感謝する。千葉県勢は多種目にわたり入賞を果たした。別紙資料参照。 

・第７２回関東高等学校駅伝競走大会（男子）並びに第２８回関東高等学校駅伝競走大

会（女子）結果一覧資料参照を願う。男子は市立船橋高等学校が３位、女子は成田高

等学校が２位となる。 

・各大会の反省として①審判の服装に関して、②選手へのナンバーカード再発行の運用

について、③盗難・盗撮の防止また啓発活動に関して、今後検討する。 

中体連（舟橋委員長） 

・報告なし。 

マスターズ（鈴木理事） 

・今年度、大会運営への協力に感謝する。今後のマスターズ大会への協力を願う。 

 

８．その他 

（木内専務理事より） 

 ・千葉陸上競技協会のネクタイを新調した。 

９ 閉会 

長谷川副会長から閉会が宣言された。 

午後１６時５６分 閉会 


