
一般財団法人千葉陸上競技協会 

第３５回理事会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１２月１２日 

一般財団法人千葉陸上競技協会 

 

代 表 理 事  : 

 

 

議事録署名人 : 

 

 

議事録署名人 : 

 

 

  



第３５回理事会 

 

日  時  令和２年１２月１２日(土) 午前１０時００分 

会  場  千葉県総合スポーツセンター 宿泊研修所大ホール 

出席状況  出席 ２５ 名  欠席 ５ 名   計 ２５／３０ 

議事内容 

（１） 栄章贈与候補者（案）について 

（２） 令和３年度行事予定（案）について 

（３） 令和３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の推薦について 

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） 日本陸上競技連盟登録料設定について 

（４） 大会概況報告について 

（５） 各専門委員会より 

（６） その他 

 

１ 開会 午後１０時００分 

 

２ 定数確認（木内専務理事） 

 定数３０  出席２５名  欠席５名   計 ２５／３０ 

 定款第３７条により、本理事会は成立する。 

 

３ 会長挨拶（宇野会長より） 

（要旨）理事の皆様におかれましては、お忙しい中、理事会への出席に感謝する。また、日

頃より協会への協力に感謝する。さて、新型コロナウイルス感染症が世界・日本で猛

威を振るい、そして千葉県も感染者が増加し、心配をしているところである。理事の

皆さんも、大変なご苦労をされていると思う。次年度に向けて重要な議案も多く、慎

重な審議を願う。 

 

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。定款に従い、代表理事である宇野会長に議長をお願いする。 



５ 議事録署名人 

宇野会長から説明があった。 

・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。代表理事として私

と、小松崎監事、門目監事にお願いする。 

 

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）の資料参照を願いたい。 

日本陸上競技連盟表彰贈与候補者 

◎秩父宮賞 

高津 乙郎（千葉陸上競技協会副会長） 

◎高校優秀指導者章贈与候補者 

太田 真樹（県立船橋二和高等学校） 

◎中学優秀指導者章贈与候補者 

柴田 哲享（四街道市立四街道西中学校） 

◎高校優秀選手章贈与候補者 

石井 優吉（八千代松陰高等学校） 

◎中学優秀選手章贈与候補者 

  藤井 清雅（君津市立君津中学校) 

議長から質問及び意見が求められた。 

 

（質問、塩谷理事より） 

・秩父宮章の明確な選考基準を示していただきたい。また今回はどのような基準の元で選

考したのか説明を願う。 

 

（回答、木内専務理事） 

 ・日本陸上競技連盟栄章、秩父宮章の選考基準について詳細を説明し、選考基準を満たし

ているので、役員会並びに栄章委員会を経て候補者とした。 

 

議長から再度、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３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） 

２０２１年（令和３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。東

京オリンピック開催を想定し、立案をした。 

・令和３年度４月に実施する審判講習会を、３月２８日（日）千葉大学で実施する。 

・県記録会は、４月１０日（土）１１日（日）１７日（土）１８日（日）に４日間開催と

なる。 

・高校記録会は５月２９日（土）３０日（日）６月５日（土）６日（日）に開催する。 

・千葉県選手権は６月開催から変更し、７月３日（土）４日（日）に開催する。 

・クラブ対抗は７月１０日（日）に開催する。 

・全国小学生交流千葉県予選会は７月１１日（日）に開催する。 

・７月１２日以降から、オランダチームが合宿を行う予定である。 

・国体最終選考会は８月７日（土）に開催する。 

・U１６選考会は８月２９日（日）に開催する。 

・東日本女子駅伝選考会は９月４日（土）に開催する。 

・2021CHIBA U13 ATHLETIC EVENTは９月２３日（木）に開催する。 

・秋季記録会は１０月１６日（土）１７日（日）１１月６日（土）７日（日）４日間     

開催になる。（１６日は第１競技場のみ） 

・千葉県民体育大会は１０月３１日（日）に開催する。 

・U12・U13・U16Long Distance Runは１１月２３日（火）に開催する。 

・男女都道府県対抗駅伝選考会は１１月２７日（土）に開催する。 

・千葉県小学生クロカンリレー大会は２月６日（日）に開催する。 

・令和４年度の審判講習会は、令和４年３月２７日（日）千葉大学で実施予定である。 

 

議長から質問及び意見が求められた。 

（質問、奥田理事より） 

 ・審判講習会に参加し、審判希望調査票に審判参加を示しても、委嘱状がこないことがあ

る。また、審判員の年齢制限があるなら、最初に委嘱する条件として示す必要があるの

ではないか。この点について、説明並びに検討を願う。 

 

（回答、伊藤競技運営委員長） 

 ・今年度は、新型コロナウイルス感染症により、大会中止、延期、運営面の変更など厳し

い状況で、審判希望調査票通りにはならなかった。また、日本陸連より６５歳以上の方

は、審判を依頼しないよう通達があった。ご理解を頂きたい。 

 

（意見、宇野会長より） 

・必ずしも希望通りに審判委嘱が入るとは限らないことを、明記することはいかがか。 



（回答、伊藤競技運営委員長） 

・希望通りに審判委嘱が入るとは限らないことは、すでに明記してある。 

 

（意見、塩谷理事より） 

・審判講習会は、審判の参加希望をとるためのものではなく、審判スキルを向上させる勉

強会の場である。審判講習会は、審判手帳を持っている審判員の義務として出席すべき

である。だが、地方陸協で頑張っている方もいる中、実際には１回も審判の委嘱がこな

い人もいて、今後登録をやめようかと思っている人もいる。 

 

議長から再度、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３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） 

２０２１年（令和３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。第５５回千葉県陸上競技記録会要項（案）について、本理事会での審議を

願う。 

・変更点を説明する。コロナ対策の為、無観客で行う。男女３００m、男女３００ｍHを

行う。１人３種目以内とする。高体連登録者の参加料は、令和２年度同様７００円とな

る。シューズについて、WA規則第１４３条に違反した場合は失格となる。 

 

議長から第５５回千葉県陸上競技記録会要項（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。 

 

（伊藤競技運営委員長） 

引き続き、千葉陸上競技協会大会要項（案）の資料について、概略を説明する。 

 ・千葉県選手権、参加標準記録は２０２０年８月１日以降から。 

 ・クラブ対抗、１種目に同一団体より４名以上入賞者が出た場合、対抗戦に絡む得点を上

位３名までとする。 

 ・国体最終予選、３００ｍ・３００ｍHが入る。男女混合リレーが入る。  

・東日本駅伝、従来通り。 

 ・秋季記録会、開催は４日間、種目数は増やさない。参加料は７００円となる。 

 ・県民大会、公認大会で実施予定。 

 ・参加標準記録は一覧の通りである。 

 ・高校記録会、３日間開催から４日間開催となる。運営は高体連である。 



議長から、要項全般について質問及び意見が求められた。 

 

（質問、鈴木理事より） 

 ・クラブ対抗陸上競技大会に、６０歳以上が出場できる種目を入れることはできないか。 

 

（回答、伊藤競技運営委員長） 

 ・審判員の不足やコロナ関係の面などで、競技運営が厳しいことから、種目を入れること

は現状では無理である。 

 

 

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） 

陸上競技協会 審判員候補者推薦名簿の資料参照を願いたい。候補者５名の説明をする。 

・S級 宮﨑 隆司氏、 二瀬 裕氏、 勝又 美代志氏、 小林 武彦氏  計４名 

 ・A級 穴澤 秀昭氏  計１名 

 

議長から、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１６日（月）第２回理事会の報告をする。詳細は別途資料参照を願う。 

・各事業の実施状況の報告、そして予算の執行状況が主な報告であった。新型コロナ

ウイルス感染症に伴う大会中止により、県からの補助金は減額となった。詳細は資

料を持って報告とする。 

 

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２２日（土）第２回関東陸上競技協会理事会の報告をする。別途資料参

照を願う。 

・令和２年度関東選手権が中止の為、表彰関係は令和３年度関東選手権で行う。 

・日本陸連理事会の報告をする。詳細は別途資料を持って報告をする。 



・日本陸連理事の選出枠について検討している。 

・コロナ禍での各県競技会運営についての情報交換をする。 

 

報告事項（３）日本陸上競技連盟登録料設定について 

議長から木内専務理事に、日本陸上競技連盟登録料設定の報告をするよう指示があった。 

 

（木内専務理事） 

日本陸上競技連盟登録料設定についての資料参照を願う。 

・２０２１年度・２０２２年度は、１人１０００円、高校生・中学生は５００円とす

る。２０２３年度以降は再検討をする。 

・登録料設定の主旨は、東京オリンピック以降の収益構造の改善と安定した事業運営

のため。また、コロナ禍のような突発的な事態に対応できるようにするため。また、

JAAF VISION2017 で創設したアスレティックファミリー会員への情報提供並び

に記録管理システムの構築、そして構築したシステムを加盟団体とも連携を図り業

務改善につなげるため。 

  

議長から、質問及び意見が求められた。 

 

（質問 畠中理事より） 

 ・具体的な登録料はどうなるのか。 

 

（回答 木内専務理事） 

 ・団体登録料は現行の２０,０００円である。団体の個人登録料は３,５００円となる。 

個人登録料は５,０００円となる。 

 

（質問 鈴木理事より） 

 ・金額の値上げについて、千葉陸上競技協会からプリント等は出さないのか。 

 

（回答 木内専務理事） 

・日本陸連の新規登録料を合わせて徴収する形で、HPに載せて周知する。 

 

報告事項（４）大会概況について 

議長から木内専務理事に、２０２０大会概況についての報告をするよう指示があった。 

（木内専務理事） 

業務執行理事報告 ２０２０総括 の別紙資料を参照願いたい。新型コロナウイルス感染

症防止対策が大変であった。詳細は資料をもって報告とする。 



 ・日本陸連登録料を陸協経由で納入することの周知徹底と陸協登録費の値上げへの 

理解を得る。 

・コロナ対策の継続とマニュアル作成。 

・定款・規約の改正検討 

・アクアラインマラソンが開催中止になった場合、千葉陸上競技協会として検討して

おく必要がある。 

・事務局、情報機器の老朽化への対応。 

・ICT環境整備の必要性 

 これらが今後の課題検討である。 

 

 

報告事項（５）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） 

２０２０年度 総務委員会の資料参照を願う。 

・年間行事は、新型コロナウイルス感染症対策により、大会中止・延期、また大会要項を

変更し、開催した。詳細は資料をもって報告する。 

・令和２年度理事会開催は、中止、また変更しながら開催した。 

 ・千葉陸上競技協会主催大会において、千葉陸上競技協会医事委員会の協力のもと、  

医師・看護師の派遣をいただいた。感謝申し上げる。 

  協力機関、習志野第一病院、成田赤十字病院、柏たなか病院、旭中央病院 

  協力者、医師７名 看護師４名 

 ・木内専務理事からも説明があったが、今後、ICT環境整備が課題となる。 

 

財務関係を事務局より報告をする。 

（事務局 中村事務局員） 

・コロナ禍で大会が減少したが、登録者は例年通り、また後半に実施した記録会に多

くの参加があり、今年度の財務状況は健全である。 

・今後、日本陸連登録料に伴う選手登録数や審判登録数の減少や、コロナ禍による大

会への参加影響など色々厳しいことが予想される。千葉陸上競技協会として、早め

の検討をする必要がある。 

 

（市東委員長） 

 関東陸上競技協会感謝状・千葉県陸上競技協会功労章 候補者推薦書の資料参照を願

う。地域陸協からの推薦を、３月理事会までに提出を願う。 



競技運営委員会（伊藤委員長） 

令和２年度競技運営委員会 総括の資料参照を願いたい。 

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら大会運営が大きく変化した。大変な運営で

はあったが、感染者を出すこともなく終えたことに、役員の皆さんに感謝する。 

・審判等への連絡は HPをもって連絡の徹底を図る。 

・今後の課題として、コロナ対策に伴う諸問題や審判委嘱年齢等を検討する。 

・令和３年度としての審判講習会を、令和３年３月２８日（日）千葉大学で実施予定。 

・新 B級審判講習会は、令和３年２月２２日（日）実施予定である。 

 

（質問 塩谷理事より） 

・令和２年度に取得した新 B 級審判員の訓練会がコロナ禍で実施されていない。令和３

年度に訓練会を実施する考えはあるのか。 

 

（回答、伊藤委員長） 

 ・今回の取得者も含め、訓練会を行う考えはある。 

 

強化委員会（伊東委員長） 

伊東委員長が所用の為、欠席。代理で木内専務理事より報告があった。 

・令和３年１月の強化合宿は、コロナ禍のため中止とした。強化練習会として通いで行う

予定。 

 

施設用器具委員会（松本委員長） 

・用器具を新調し、使用の講習を行った。 

 

学連（越川理事） 

・欠席の為、報告はなし。 

 

高体連（香取委員長）  

 コロナ禍で大会中止や延期で３年生は大変な思いをした。代替として千葉陸上競技協会 

主催で記録会等を開催してくれたことに感謝する。陸協審判員の協力に感謝する。 

・令和３年度高体連大会要項資料を持って報告とする。 

・第５９回千葉県高等学校新人陸上競技大会資料、第２４回関東高等学校選抜新人陸上競

技選手権大会結果一覧 資料参照を願う。千葉県勢は、男女ともに多種目にわたり多く

の入賞を果たす。 

・全国高等学校駅伝競走大会は、男子は八千代松陰高等学校、女子は成田高等学校が  

出場をする。 



・第７３回関東高等学校駅伝競走大会（男子）並びに第２９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２位、女子は日体大

柏高等学校が４位となる。他の県勢も頑張った。 

 

中体連（舟橋委員長） 

・コロナ禍で各大会が中止となる。新人大会、駅伝大会等は実施できた。 

・２０２１年度競技日程は資料をもって報告とする。 

 

マスターズ（鈴木理事） 

・コロナ禍で各大会が中止となる。今後のマスターズ大会への協力を願う。 

 

８ その他 

（意見 塩谷理事より） 

 ・強化費は、県からの補助金等も含まれており収支をより明確にして事務局に報告を願い 

たい。 

 

（木内専務理事より） 

・現在、「１００ｋｍマラソン世界記録挑戦大会」が進められている。千葉陸上競技協会

は主管の立場で競技運営に関わる。 

 

（宇野会長より） 

 ・アクアラインマラソンに関しての、千葉陸上競技協会の多大な協力に感謝している  

主旨の森田知事の言葉を、理事の皆さんへ伝える。 

 

 

９ 閉会 

宇野会長から閉会が宣言された。 

午後１２時１６分 閉会 


