
第 26回ひろしま県央競歩大会 2022 大会要項 
 

１ 主  催  ひろしま県央競歩大会実行委員会、東広島市陸上競技協会 

２ 共  催  東広島市、東広島市教育委員会、公益財団法人東広島市教育文化振興事業団 

３ 後  援  一般財団法人広島陸上競技協会、東広島市スポーツ協会、株式会社中国新聞社、 

    株式会社東広島ケーブルメディア、株式会社プレスネット、株式会社ＦＭ東広島（申請中も含む） 

４ 開 催 日  令和 4年 11月 27日（日） 雨天決行 

５ 日  程  受付 7：30～ ／ 開会式 8：45 ／ 競技開始 9：10 

６ 会  場  東広島運動公園（アクアパーク）陸上競技場（広島県東広島市西条町田口 67-1） 

７ 種目/部門/スタート時間/制限時間 

(1)  種  目 

種 目 部 門 

①  女子 3,000m競歩      中学生の部 高校生の部 一般の部 

②  男子 3,000m競歩     中学生の部 高校生の部 一般の部 

③  オープン 3,000m競歩 男子の部 女子の部 

④  小学生 1,000m競歩 男子の部 女子の部 

⑤  女子 5,000m競歩      高校生の部 一般の部 

⑥  男子 5,000m競歩 高校生の部 一般の部 

⑦  10,000m競歩 男子の部 女子の部 

(2) スタート時間等 

上記種目のスタート順 スタートの内容 
スタート時間 

（制限時間） 
コール予定時間 

1 女子 3,000m競歩      
女子 3,000m競歩の全部門出場者(オープン女子含む) 

19：10（25分） 
第１コール 18:40 

中・高・一般同時スタート 第２コール 19:00 

2 男子 3,000m競歩     
男子 3,000m競歩の全部門出場者(オープン男子含む) 

19：35（25分） 
第１コール 19:05 

中・高・一般同時スタート 第２コール 19:25 

3 小学生 1,000m競歩 
小学生 1,000m競歩の全出場者 

10：00（10分） 
第１コール 19:30 

男・女同時スタート 第２コール  9:50 

4 
男子 5,000m競歩 

1組 

5,000m競歩の全出場者のうち半数 
10：10（30分） 

第１コール  9:40 

0 男・高校・一般同時スタート タイムレース 第２コール 10:00 

5 
男子 5,000m競歩 

2組 

5,000m競歩の全出場者のうち半数 
10：40（30分） 

第１コール 10:10 

男・高校・一般同時スタート タイムレース 第２コール 10:30 

6 女子 5,000m競歩      
5,000m競歩の全出場者 

11：10（40分） 
第１コール 10:40 

女・高校・一般同時スタート タイムレース 第２コール 11:00 

7 10,000m競歩 1組 
10,000m競歩の全出場者のうち半数 

11：50（50分） 
第１コール 11:20 

男 タイムレース 第２コール 11:40 

8 10,000m競歩 2組 
10,000m競歩の全出場者のうち半数 

12：40（60分） 
第１コール 12:10 

男 タイムレース 第２コール 12:30 

9 10,000m競歩 3組 
10,000m競歩の全出場者 

13：40（65分） 
第１コール 13:10 

女 タイムレース 第２コール 13:30 

※ 上記の制限時間を経過した競技者は、大会運営上競技を打ち切ることがあります。 

※ 5,000ｍ（男子、女子）は参加者が多い場合、前日の 11月 26日（土）の午後に競技を実施する可能性があります。

また、進行上の都合によりスタート時間を変更する場合があります。スタートリストは 11月 4日（金）以降アスリ

ートランキングにてご確認ください。 

※ 参加申込の多い種目は、1組目をベストタイムの速い方から当実行委員会で番組編成をします。 

※ コール場所については、大会当日に配布するプログラムでお知らせする予定です。 

※ 時間に余裕を持ってご参加いただきますようお願いします。 

 



８ 参加資格  (1) 種目①②⑤⑥⑦は 2022年度日本陸上競技連盟登記・登録者です。なお、参加標準記録はありません。 

(2) 種目③④のオープン 3,000m 競歩・小学生 1,000m 競歩については、健康で完歩できる方が対象で

す。 

９ 競技規則  2022年度日本陸上競技連盟規則及び大会要項によります。 

※小学生・オープンの部を除く競技の競歩審判は、日本陸上競技連盟 J.R.W.J.認定の審判員が行いま

す。 

10 参 加 費  小・中学生は無料、高校生以上は１部門ごとに 2,000円です。参加費は「郵便振替用紙」で納入してく

ださい。なお、参加費の納入後、返金はいたしません。 

※新型コロナウイルス感染症拡大等により大会を中止した場合も、参加費は返金しません。 

11 表彰など  (1) 参加賞は、参加者全員に贈呈します。 

(2) 部門ごとに 3位までにメダルを贈呈、8位までを表彰します。 

12 参加申込  (1) アスリートランキング HP よりお申込みください。（※申し込み方法は別紙参照）その後、参加費

を「郵便振替用紙」で納入してください。 

(2) 複数の参加者の参加費をまとめて納入される場合は、該当する参加者の名前全てを通信欄に記入

してください。クラブ代表者名で参加費を納入される場合も、どの選手の参加費かを通信欄に記入

してください。 

(3) 小学生・オープン以外の選手は、アスリートランキングエントリー入力時に 2021 年度又は 2022

年度の自己最高記録(距離及びタイム)を記入してください。記録の虚偽報告は認めません。その

場合、出場を取り消す場合があります。 

(4) 申し込み後は、参加種目の変更はできません。 

(5) 申し込みいただいた個人情報（住所、名前、電話番号等）は、大会事務局が責任をもって管理しま 

す。翌年以降に、大会開催の案内をお送りすることがあります。 

（6） 開催要項のすべてを確認、同意の上、お申し込みください。 

13 申 込 先・お問合せ先 

  〒739-2403 広島県東広島市安芸津町風早 3092-1（安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

ひろしま県央競歩大会実行委員会事務局【（公財）東広島市教育文化振興事業団内】 

電話・ファックス：0846-45-3932 / Eメール：aki2@hhface.org 

14 払込先   郵便振替 口座記号番号 01320-6-106101  

加入者名 ひろしま県央競歩大会実行委員会 

15 申込期限  令和 4年 10月 28日（金)23時 59分まで 

16 主催者の責任  競技中発生した傷害・事故については、主催者は応急処置を行いますが、それ以後の責任は負いません。 

17 練習会場 大会前日の 11月 26日（土）10時～17時は、東広島運動公園（アクアパーク）陸上競技場が利用できま

す。練習等でお使いください。（ただし、5,000ｍ（男女）を実施する場合、陸上競技場トラックの使用

は不可となります） 

18 宿  泊 実行委員会で宿泊のとりまとめはいたしません。宿泊を希望される方は、別紙宿泊場所リストを参考に、

各自で直接ホテル・旅館に申し込んでください。また、新型コロナウイルス感染症拡大等により大会が

中止となった場合、キャンセル料は自己負担となりますことを予めご了承ください。 

19 新型コロナウイルス  （1） 本大会は、日本陸連「陸上競技活動再開のガイダンス」に沿って大会運営を行います。ガイダ

ンス最新版は、日本陸連ホームページに掲載されていますので、大会参加者は必ず事前に確認

し感染症対策を徹底したうえで参加してください。 

（2） 大会 1週間前から大会後 2週間まで次の取り組みを行ってください。 

≪選手・競技役員・審判・メディア・引率等≫ 

■大会前・大会当日 

大会１週間前から「【大会前／提出用】健康管理チェックシート」を記入し、大会受付時に提出して

ください。 

■大会終了後 

          「【大会後／個人管理用】健康管理チェックシート」にて 2週間分記録してください。なお、体調不

良が 4日以上続く場合は各自で保健所やかかりつけ医等に相談し、その後、事務局に報告してくだ

さい｡ 

※健康管理チェックシートは各自で「大会ホームページ」https://hhface.org/hhface/kyoho/、または 

mailto:aki2@hhface.org
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「アスリートランキング」https://www.athleteranking.com/ からダウンロードし、ご活用ください。 

20 そ の 他  (1) アスリートビブス（ゼッケン）等は受付時にお渡しします。 

(2) 受付は、大会前日の 11月 26日（土）14時から 17時までと大会当日 7時 30分から 8時 30分まで

会場で実施します。 

(3) 参加選手は、競技役員の指示に従ってください。 

(4) 競技中に体調の異常を感じた場合は、勇気をもって競技を中止し、競技役員に申し出てその指示に

従ってください。 

(5) 駐車は、会場係員の指示に従ってください。 

(6) 大会当日、健康診断は行いません。（健康管理チェックシートの提出が必要です。） 

(7) 大会の進行が遅れることがあります。お帰りの交通機関の予約をされる際は、時間に余裕をもって

ください。 

 

                                                                                                                   

https://www.athleteranking.com/

