
2021月 3月 

福山市陸上競技協会 会員 各位 

福山市陸上競技協会  

会長 藤井 英憲 

１．2021年度広島陸上競技協会の会員登録について 

  ◇登録料 一般 ６，０００円  ※中学生 １，０００円 高校生 ２，０００円 

  ◇申込方法 別紙の登録用紙に記入して申し込み下さい。 

  ◇登録用紙の「氏名欄」には、必ず「ふりがな」を付けて下さい。 

  ◇登録用紙の「審判種別」欄「取得年月日」欄は、審判手帳を確認のうえ漏らさないようにお願い

します。★登録料振込日を記入して返送をお願い致します。 

   ※通学する学校以外で登録する場合です。 

 

  【登録料の振込先】入金漏れを防ぐために郵便局のみとさせていただきます。 

郵便局振替口座 名義：坂本亮平 口座番号 １５１４０-３５８０９０５１ 

  ★銀行から郵便局への振込の場合 ゆうちょ銀行 五一八店(ｺﾞｲﾁﾊﾁ店) 普通３５８０９０５ 

 

  書類送付先 〠714-0081 笠岡市笠岡 5944-6 さかもと保険㈱ 坂本亮平 宛 

        ＦＡＸでも構いません ０８６５－６２－５８６９ 

  申込締切  ２０２１年４月３０日(金)期日厳守 

 

２．審判希望について（選手として出場する大会の審判はできません） 

  ◇別紙審判希望調書に、審判希望は〇印・希望なしは×印を、また〇印を付けられた場合は、委嘱

状の送付先はご自宅とします。※審判の方で選手として出場される場合は選手と記入ください。 

  ◇一年間の希望調書ですので、調書提出後に不都合が生じた場合は、その都度連絡をしてください。 

連絡先：坂本亮平（携帯 ０９０－４６９１-３９５８） 

 

３．審判資格の新規取得について（新規会員をご紹介ください） 

  ◇福山市陸上競技協会はスムースな運営を確保するために審判資格取得者の増員に努めてまいり

ます。 

以前取得されている方やこれから取得される方、是非とも当陸上競技協会で紹介登録をお願いし

ます。 

  ◇新規取得の場合は、年会費の他に取得料 1,000円、ネームプレート 1,000円、手帳 400円が必要

となります。審判講習会に参加いただき、証明写真として縦 4.3×横 3.2をご準備ください。 

  ◇以前取得された方、年会費のみで登録できます。審判講習会の受講をお勧めします。 

  ※失格権限等、選手に対して公平なジャッジを行うには審判資格の取得が必要不可欠ですのでご理

解をお願いします。 

 



４．上級審判への昇級について ※該当される方はご連絡ください。 

  ◇上級審判昇級希望者は、各種大会に積極的に審判員として出席し、研修を積んで下さい。 

  ◇審判講習会受講は、年 1回の出席が昇級の必要な条件となっています。 

  ◇昇級の条件は、年 6回以上の審判の出席（10年以上継続）が必要ですので、積極的な出席を宜し

くお願いします。（Ａ級昇級はＢ級取得後 10年、Ｓ級昇級はＡ級取得後 10年経過し 55歳に達し

た者） 

 

５．審判講習会のご案内 

  ２０２１年０４月 ４日（日）１０：００ エディオンスタジアム広島 

２０２１年０ 月  日（ ）  :    福山市は未定の為、別途ご案内します。 

※その他開催については陸協ホームページでご確認ください。 

 

取得する情報は個人情報保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づいて取

扱います。尚、取得した情報は競技会運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用します。 

 

★★毎年登録の遅延が多発しています★★ 

・学校関係の方、生徒の登録と合わせ陸協登録をお願いします。 

・ロードレース・マラソンをされる方、冬季シーズン（年度後半）に合わせて登録をされる傾向にあり

ますが事務作業や登録手続きに時間を要する場合がありますので早期登録をお願いします。 

 

年会費を値上げしていますのでお間違えの無いよう宜しくお願い致しま

す。 

日本陸上競技連盟では２０２１年度より「登録料」を新設することを２０２０年８月２１日・９月９日

の理事会で決定しています。登録料は、陸上競技の普及、発展に向けた本連盟の様々な事業を安定して

運営していくため登録会員の皆様にご協力をいただくものです。 

 これまでの財源はスポンサー企業からの協賛金や各種補助金・助成金・主催大会の入場料や放映権料

などで賄われていましたが、東京オリンピック・パラリンピック終了後からはこれまでの財源が減額と

なることが予想されています。今後の運営を加味する中で１９８４年以降一度も値上げをせず来ました

が２０２１年度から登録料の見直しを理事会で協議し決定しております。（通達抜粋） 

 

福山市陸上競技協会のホームページを開設しました。 

登録用紙や大会情報など掲載しておりますのでご活用ください。 

https://fromtoday2019.wixsite.com/fukurikujo1600 



　　℡  携帯

 mail

県

２０２１年度審判希望 調査用紙　出席は〇をして下さい。　　　　　 ※以下は審判の方のみ記入

場　所 出　欠

1 笠　岡

2 びんご

3 笠　岡

4 笠　岡

5 笠　岡

6 竹ヶ端

7 竹ヶ端

8 竹ヶ端

9 竹ヶ端

10 竹ヶ端

11 竹ヶ端

12 竹ヶ端

13 竹ヶ端

14 竹ヶ端

15 竹ヶ端

16 竹ヶ端

17 笠　岡

18 竹ヶ端

19 芦田川

20 竹ヶ端

21 竹ヶ端

22 竹ヶ端

23

24 竹ヶ端

25 未定

※学童リレー大会はスターターと写真判定の依頼となります。

※早期登録をお願い致します。

※2021年6月末まで竹ヶ端陸上競技場の改修となり近隣競技場での開催を予定しています。

【その他ご連絡がありましたご記入ください】

２０２１年度 陸上競技連盟会員登録用紙

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　　　名
生年月日 西暦　　    　　年　　　月　　　日

審 判 種 別 Ｓ級  ・  Ａ級  ・  Ｂ級  ・  無 取得年月日 昭 ・平 ・令　　　年　　　月　　　日

〒　　　－

大　会　名 開　催　日

第１回広島県東部記録会 4月18日(日)

出 身 府 県 登録料振込日 月　　　　日

現　住　所

福山市中学校春季総合体育大会 5月22日(土)・29日（土）

第２回広島県東部記録会 7月11日（日）

福山地区高校春季総体陸上競技(福山・尾三合同) 4月30日(金)－5月2日(日)

全国小学生陸上競技福山市予選会 5月16日(日)

JFE杯 福山小学生＆ｽﾎﾟｰﾂ少年団陸上競技大会 5月23日(日)

第１４回福山市ｽﾎﾟｰﾂ少年団陸上競技交歓大会 7月25日(日)

福山市中学校秋季総合体育大会 7月31日(土)－8月1日(日)

広島県高校対抗陸上競技福山地区予選会 8月7日(土)－8日(日)

10月3日(日)

広島県高校対抗陸上競技選手権大会 8月28日(土)－29日(日)

福山地区高校秋季総体陸上競技大会 9月4日(土)－5日(日)

広島県親善スポーツ大会 9月12日(日)

第７３回ふくやまスポーツ祭 陸上競技 9月19日(日)

第４回福山市陸上競技選手権大会

天野杯 第５０回福山ロードレース大会 2月13日(日)

第４0回ふくやまマラソン大会 3月20日(日)

第５５回福山駅伝競走大会 11月14日（日）

広島県高校チームロードレース大会 12月11日(土)

福山市中学校新人駅伝大会 12月24日(金)

第４回広島県東部記録会（長距離） 1月9日(日)

中国中学校駅伝競走大会福山市予選会 10月9日(土）

第３回広島県東部記録会 10月17日(日)

広島県実業団駅伝大会 10月24日(日)

第１４回福山市ｽﾎﾟｰﾂ少年団学童ﾘﾚｰ大会※ 3月27日(日)

審判講習会 決定次第ご案内します。

FAX受付も可能です。０８６５－６２－５８６９



２０２１年度県大会以上審判希望 調査用紙　出席は〇と希望役員を記入して下さい。 ※以下は審判の方のみ記入

出　欠 希望役員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U16広島県選手権 9月25日(土)－26日(日)

FAX受付も可能です。０８６５－６２－５８６９

広島平和マラソン 11月3日(水)

中国女子 世羅駅伝 2月20日（日）

広島県民体育大会 10月3日(日)

県小学生４種競技大会（高学年） 10月10日(日)

U16広島県選手権 9月22日(日)

県小学生４種競技大会（低学年）

開　催　日

5月28日(金)－5月30(日)

6月26日(土)－27日(日)

7月11日(

7月18日(土)－19日(日)

8月21日(土)－22日(日)

9月19日(日)

全国小学生陸上競技県予選会（東広島開催）

全日本中学通信陸上広島予選会

中国五県対抗陸上競技選手権大会

大　会　名

広島県高校総体

広島県陸上競技選手権大会
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