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 １ 規約について 

高松市陸上競技協会規約 

第 1章 名称及び事務局 

第 1条 この会は，高松市陸上競技協会（以下「本会」という）と称する。 

第 2条 本会の事務局は，会長の指定するところに置く。 

第 2章 目的及び事業 

第 3 条 本会は，陸上競技の普及と競技力の向上を図るとともに，体育・スポーツ文化の発展に寄与すること

を目的とする。 

第 4条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行なう。   

 （１） 陸上競技に関する高松市選手権大会を開催すること。 

（２） 高松市の陸上競技に関する諸計画の実施に関すること。 

（３） 高松市を代表する選手の育成と指導に関すること。 

（４） 高松市体育協会に対して陸上競技の代表として加盟すること。 

（５） その他，本会の目的を達成するために必要と認めた事業。 

  第 3章 会員及び会費 

第 5条 本会の会員は，登録会員・登記会員・賛助会員から構成する。 

（１） 登録会員とは，高松地区（高松･三木･直島）に在住または勤務する者で，本会を経て香川陸上競技

協会に登録した者をいう。 

登録会員の本会への年会費は，1,000円とする。ただし，県陸協登録料納入時の 4,000円に含む。 

 （２） 登記会員とは，高松地区（高松･三木･直島）に在住または勤務する者の内，本会以外の団体名によ

る香川陸上競技協会への登録者で，本会の目的達成に賛同する者をいう。 

登記会員の本会への年会費は徴収しない。 

 （３） 賛助会員とは，高松地区（高松･三木･直島）に在住または勤務する者の内，香川陸上競技協会への

登録者ではなく，本会の目的達成に賛同する個人をいう。 

賛助会員の本会への年会費は徴収しない。  （屋島クラブ，高松クラブ保護者会等を含む） 

  第 4章 寄付行為 

第 6 条 本会は，登録会員の会費とは別に，総会出席時に寄付金を募る。ただし，寄付行為に賛同いただける

方のみとし，1口 1,000円で受け付け，複数口を妨げない。 

第５章 組織 

第７条 本会の組織は，小学校部会，中学校部会，高等学校部会，一般部会，４部会で構成する。 

第 8 条 本会の目的達成のために，第 7 条の 4 部会とは別に，強化委員会，駅伝委員会，式典委員会，競技場

準備委員会の 4 委員会を置く。各委員会の委員長には，副理事長がそれに当たり，理事はいずれかの委

員会に所属し，すべての理事をもって 4 委員会を構成する。各委員会は，原則，理事会の中で開催し，

それ以外の開催が必要な場合は，会長の承認を得て，委員長が委員を招集し開催する。 

   

第６章 役員 

第９条 本会に次の役員をおく。 ただし，役員は，本会会員より選出する。 

 （１） 会長   1名     （２） 副会長  若干名     （３） 理事長  1名 

（４） 副理事長 若干名    （５） 理事  ２０名      （６） 監事   若干名 

２ 会長及び副会長は，理事会で承認する。 

３ 理事は，各部会から５名選出する。 

４ 理事長及び副理事長は，理事の互選による。 

５ 事務局長は，理事会において選出する。 

６ 監事は，会員の中より選出する。 

７ 役員の任期は２年とする。但し，再任を妨げない。 
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第 10条 会長は，本会を統括代表する。副会長は，会長を補佐し，会長事故あるときはこれを代理する。 

２ 理事長は，会務の企画立案，その他必要事項を処理する。副理事長は，理事長を補佐し，必要に応じて代

理する。 

３ 理事は，本会の業務の執行に関して審議し，決定する。 

４ 監事は，本会の会計を監査する。 

５ 事務局長は，本会の事務処理を行なう。 

６ 役員は，任期満了後も後任者が再任するまでは，その職務を行なわなければならない。 

７ 欠員により補充された役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

第 11条 本会に，名誉会長並びに顧問・参与をおくことができ，理事会の承認を得て，会長がこれを推薦する。 

顧問及び参与は，会長の諮問に応じる。 

第７章 会議 

第 12 条 総会は全会員で構成し，毎年 1 回開催する。また，必要に応じて臨時総会を招集することができる。 

2 理事会は，理事長が必要と認めたとき，または理事総数の 3分の 1以上の請求があるとき，理事長がこれ

を招集する。 

 3 理事会は理事の 2分の 1以上出席しなければ会議を開くことができない。理事会の決議は，出席者の過半

数によって決定し，可否同数の場合は議長がこれを決定する。  

  第８章 会計 

第 13条 本会の会計年度は，毎年 4月 1日に始まり，3月 31日に終わる。 

 2 本会の経費は，会費，補助金，寄付金その他の収入でこれにあてる。 

 3 会長は，毎会計年度の収支決算を監事の監査に賦し，総会に報告し承認を受けるものとする。 

  第９章 栄章規定 

第 13条 本会の会員及び選手（高松地区）で以下に該当する者は，理事会に諮り，これを表彰する。 

ただし，一生涯一度の受賞とする。 

     河合 昭夫 章 … 日本一の選手を育てた指導者に授与する章 

     宮本 信好 章 … 年間を通じて最も活躍した指導者に授与する章 

香月 義徳 章 … 日本一の選手に授与する章 

     岡﨑 博行 章 … 年間を通じて最も活躍した選手に授与する章 

第１０章 付則 

第 14条  

 2 本会の慶弔については，会長の承認を得て適宜執行し，会費より充てる。 

 3 クラブチームの取り扱いについては、以下に定める条件を満たし、本協会の傘下で活動することを希望す

る場合にのみ申請を受け付ける。申請については、所定の申請用紙に必要事項を記入し、本協会事務局に

提出する。申請を受け付けてからは、活動実績等を参考とし、1 年後の理事会において承認の有無を審議

し、理事会規定によりそれを決定する。 

   ＜ 条 件 ＞ 

   ① クラブ員が 10名以上在籍している団体であること。（校種年齢は問わない） 

   ② 代表者が本協会の会員である団体であること。 

   ③ 代表者以外に、副代表、幹事等の役員を置き、総会等の審議機関が設けられている団体であること。 

④ 規約を設けるとともに、活動理念を明確にし、社会的に適切な活動が行えている団体であること。 

 （※ここでいう「社会的に適切な活動」とは、他団体との協調性及び社会的通念を指す。） 

⑤ 陸上競技を通して、人格の完成を目指した活動が行われている団体であること。 

⑥ 中高生の選手登録については原則在籍校とし、在籍校に部が存在する場合は、在籍校の練習を優先

すること等が在籍校と指導者の間で十分に打ち合わせが行われている団体であること。 

4 この規約は，2014年７月５日から施行する。 

   平成 11年 4月 23日 一部改正（総会でを削除） 

   平成 16年４月 20日 一部改正 

   平成 21年４月 20日 一部改正 
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   平成 25年 12月 15日 一部改正（第９章 栄章規定を追加） 

   平成 26年 7月 5日 一部改正 

   平成 27年 6月 13日 一部改正（第 8条 4委員会の設置を追加） 

   平成 28年 8月 10日 一部改正（第 14条 クラブチームの取り扱いを追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申  請  書 

クラブチーム名  

代表者 

住 所  

氏 名  

連絡先  

指導者 

人 数  

氏 名  

クラブ員 

小学生 （   ）名 

合計（   ）名 
中学生 （   ）名 

高校生 （   ）名 

一 般 （   ）名 

活 動 

場 所  

機 会  

規約の有無 有  ／  無 

定例会の有無 有  ／  無 

 

 高松市陸上競技協会会長 殿 

 

  貴協会に所属する団体として条件を遵守し活動したいのでここに申請します。 

 

２０  年   月   日 

 

              申請者氏名               印 
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２ 役員について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤鶴千代 谷本　亮信 金森　友市 河合　昭夫 高橋　敏夫

宮本　信好 笠井　泰昌 河合　英幸 平井　竹幸

溝渕　　絹 谷本　公子 小田　賢司 小田　祥二 豊島　邦治

村上　　充 日詰　裕雄 堀　　百伸 高井　信一 荒木　康良

八村　匡純 横山　和博 岩城　利行 久保　　斉

北谷　静雄

岡内須美子 松原　真一 宮本　章樹

三宅　章夫

有馬　雅文 佐藤　一石 岡　　宏彰 大谷　昌三 玉振　裕司

部会代表 強化委員 駅伝委員 式典委員 競技場準備委員

一 般 有馬　雅文 安宅　裕美 山崎　和成 松本　和子 佐藤　一石

高 校 河北　尚広 岡　　宏彰 三谷　昌輝 藤田　　祐 石井　　敦

中 学 校 桑原　一海 和田　泰紀 向井　孝宏 三宅　章夫 大谷　昌三

小 学 校 田所　大和 坂賀　俊之 大谷　亮司 玉振　裕司 六車　　浩

金集　正人 村尾　政彦

※　各委員長は，副理事長がそれに当たり，各理事は，いずれかの委員会に所属する。

役　　割

一　　般 高　　校 中　　学 小　　学

安宅　裕美 河北　尚広 和田　泰紀 坂賀　俊之

役　　割

一　　般 高　　校 中　　学 小　　学

山崎　和成 三谷　昌輝 向井　孝宏 大谷　亮司

役　　割

一　　般 高　　校 中　　学 小　　学

松本　和子 藤田　　祐 桑原　一海 田所　大和

役　　割

一　　般 高　　校 中　　学 小　　学

佐藤　一石 石井　　敦 大谷　昌三 六車　　浩

役　　割

一　般 高　校 中　学 小　学

重藤　英樹 河北　　愛 小川　秀明 木田　英登

※　赤字は理事会出席者

事　　　　　務　　　　　局

事 務 局 長 増　　田　　人　　志 ①理事会，総会等の案

内状の発送や準備

②登録者の管理
事務局次長

式 典 委 員 長 玉　　振　　裕　　司
①オープニングイベン

トに関する担当課との

連絡調整式 典 委 員

競　技　場　準　備　委　員　会
競 技 場 準 備 委 員 長 佐　　藤　　一　　石 ①新競技場完成までの

諸行事の連絡調整

及び担当課との連絡調

整
競 技 場 準 備 委 員

駅 伝 委 員 長 有　　馬　　雅　　文 ①駅伝大会の開催準

備，計画の立案

②中長距離の普及強化

計画の作成

駅 伝 委 員

新城　薫，真鍋明佳，中村昭浩，藤澤　寛，橋本陽子

式　　典　　委　　員　　会

強　　化　　委　　員　　会

強 化 委 員 長 岡　　　　　宏　　彰 ①強化計画の作成と実

施

②普及活動計画の作成

と実施
強 化 委 員

駅　　伝　　委　　員　　会

副 会 長

理 事 長

副 理 事 長

理
　
　
事

監 事

平成28・29年度　高松市陸上競技協会役員

項　　　目 氏　　　　　　　　　　　　名

顧 問

参 与

会 長
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３  部会協議 

 

 

新競技場のオープンに伴う対応及び分担 

 委員会名 内    容 

時  期 

7月 8月 9月 
10

月 

11

月 

12

月 

１ 
強化委員会 

（岡 宏彰） 

①強化プランの作成 

・小中高の合同練習会の計画及び開催 

・指導者研修計画立案 
      

②普及プランの作成 

・小学生アスリートの指導（屋島クラブの再開） 

・小学生アスリートを対象にした事業の立案 
      

２ 
駅伝委員会 

（有馬雅文） 

①記録会の日程案の作成（三谷）       

②中長距離の普及強化事業の立案       

③駅伝大会の素案づくり       

④指導者研修会の実施       

３ 
式典委員会 

（玉振裕司） 

①オープニング大会の持ち方       

②市長杯大会要項の作成（三宅）       

③ストリート陸上の持ち方（丸亀町グリーン）       

４ 
準備委員会 

（佐藤一石） 

①新競技場に対応した審判員の編成       

②使用料の区分についての策定       

③大会時の競技場の使用規定の策定       

④指定管理会社への指導業務の要望（岡内）       

５ 
事 務 局 

（三谷昌輝） 

①市選手権大会と屋島カーニバルの持ち方       

②利用調整会の持ち方       

③協会組織の再編       

④ポール等の寄付備品の管理方法（三宅）       
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議    題 内          容 

１ 部会としての 

   現状と課題 
 

２ 部会としての 

   課題解決策 
 

３ 部会としての 

   協会等への要望 
 

４ その他  

 

§ 委員会協議 

 

 

議    題 内          容 

１ 委員会としての 

    現状と課題 
 

２ 委員会としての 

    課題解決策 
 

３ 委員会としての 

    協会等への要望 
 

４ その他  
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５ 審判編成案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 会員区分 役　職 氏　　名 勤　務　先 出席者 サイズ 審判部署案

1 顧　問 佐藤鶴千代

2 顧　問 谷本　亮信 場内指令

3 顧　問 高橋　敏夫

4 顧　問 金森　友市

5 顧　問 河合　昭夫

6 顧　問 宮本　信好

7 顧　問 河合　英幸

8 顧　問 平井　竹幸

9 参　与 溝渕　　絹 表彰

10 参　与 谷本　公子 表彰

11 参　与 小田　賢司 跳躍

12 参　与 小田　祥二 跳躍

13 参　与 豊島　邦治 スターター

14 参　与 村上　　充 スターター

15 参　与 日詰　裕雄 投てき

16 参　与 堀　　百伸 招集

17 参　与 高井　信一 香川県立観音寺第一高等学校 投てき

18 参　与 荒木　康良 高松市立紫雲中学校 場内指令

19 参　与 八村　匡純 高松市立下笠居中学校 跳躍

20 参　与 横山　和博 高松市立紫雲中学校 表彰

21 参　与 岩城　利行 高松市立香西小学校 表彰

22 参　与 久保　　斉 高松市立木太小学校 跳躍

23 会　長 北谷　静雄 大会会長

24 副会長 岡内須美子 大会副会長

25 副会長 松原　真一 大会副会長

26 副会長 宮本　章樹 大会副会長

27 一　般 監　事 金集　正人 進行

28 一　般 監　事 村尾　政彦 投てき

29 中学校 理事長 三宅　章夫 高松市立香川第一中学校 総務

30 一　般 副理事長 有馬　雅文 ﾄﾗｯｸ審判長

31 高　校 副理事長 岡　　宏彰 高松市立高松第一高等学校 総務

32 中学校 副理事長 大谷　昌三 高松市立古高松中学校 進行

33 小学校 副理事長 玉振　裕司 高松市立川東小学校 写真判定

34 一　般 理　事 安宅　裕美 総務員

35 一　般 理　事 佐藤　一石 跳躍

36 一　般 理　事 山崎　和成 監察

37 一　般 理　事 松本　和子 救護

38 高　校 理　事 藤田　　祐 香川県立高松高等学校 進行

39 高　校 理　事 石井　　敦 香川県立高松東高等学校 スターター

40 高　校 理　事 三谷　昌輝 香川県立高松工芸高等学校 総務員

41 高　校 理　事 河北　尚広 香川県立高松北高等学校 写真判定

42 中学校 理　事 向井　孝宏 高松市立協和中学校 記録

43 中学校 理　事 和田　泰紀 高松市立玉藻中学校 総務員

44 中学校 理　事 桑原　一海 高松市立山田中学校 写真判定
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番号 会員区分 役　職 氏　　名 勤　務　先 出席者 サイズ 審判部署案
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 小学校 理　事 六車　　浩 高松市立弦打小学校 投てき

46 小学校 理　事 大谷　亮司 高松市立国分寺北部小学校 招集

47 小学校 理　事 坂賀　俊之 高松市立林小学校 監察

48 小学校 理　事 田所　大和 高松市立亀阜小学校 跳躍

49 一　般 会　員 野崎　武司 香川大学 進行

50 一　般 会　員 中村　真治 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

51 一　般 会　員 船橋　健志 跳躍

52 一　般 会　員 由良　寿英 場内指令

53 一　般 会　員 吉鷹なぎさ 記録

54 一　般 会　員 濱田　和之 跳躍

55 一　般 会　員 笠井　泰昌 風速

56 一　般 会　員 桝見　和子 投てき

57 一　般 会　員 横田　一仁 監察

58 一　般 会　員 寺竹　　聡 招集

59 一　般 会　員 山崎　裕也 申込み

60 一　般 会　員 坂上　貴彦 監察

61 一　般 会　員 平森　芳弘 監察

62 高　校 会　員 正箱信一郎 香川高等専門学校 記録

63 高　校 会　員 中村　昭浩 香川県立高松高等学校 周回

64 高　校 会　員 渡辺　浩司 香川県立高松高等学校 跳躍

65 高　校 会　員 田中　淳介 香川県立高松商業高等学校 監察

66 高　校 会　員 河北　　愛 香川県立高松商業高等学校 招集

67 高　校 会　員 斉藤　　浩 香川県立高松東高等学校 投てき

68 高　校 会　員 金子　素通 香川県立高松西高等学校 監察

69 高　校 会　員 岡　　俊博 香川県立高松桜井高等学校 周回

70 高　校 会　員 原田　佳明 香川県立東部養護学校 跳躍

71 高　校 会　員 黒田　　浩 香川県立丸亀養護学校 監察

72 高　校 会　員 吉田由紀子 英明高等学校 跳躍

73 高　校 会　員 嶋田　秀和 香川県立高松工芸高等学校 投てき

74 高　校 会　員 増田　善久 香川県立善通寺養護学校 跳躍

75 高　校 会　員 造田　純可 香川西高等学校 招集

76 高　校 会　員 宮滝　寛己 香川中央高等学校 記録

77 高　校 会　員 岡　　雄大 香川県立三木高等学校 出発

78 高　校 会　員 石井　泰史 香川中央高等学校 出発

79 中学校 会　員 小川　剛史 高松市立桜町中学校

80 中学校 会　員 大谷　　翠 高松市立桜町中学校

81 中学校 会　員 増田　人志 高松市立紫雲中学校 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長

82 中学校 会　員 藤原　康代 高松市立紫雲中学校

83 中学校 会　員 小川　秀明 高松市立玉藻中学校 風速

84 中学校 会　員 橋本　陽子 高松市立玉藻中学校

85 中学校 会　員 山白　俊一 高松市立高松第一中学校 監察

86 中学校 会　員 竹内　哲生 高松市立鶴尾中学校

87 中学校 会　員 末角駿之介 高松市立鶴尾中学校

88 中学校 会　員 松原　道和 高松市立屋島中学校 跳躍

89 中学校 会　員 栗原まこと 高松市立屋島中学校 監察

90 中学校 会　員 淀谷　　茂 高松市立協和中学校 写真判定
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番号 会員区分 役　職 氏　　名 勤　務　先 出席者 サイズ 審判部署案
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 中学校 会　員 日向　　直 高松市立龍雲中学校 風速

92 中学校 会　員 中川　佳洋 高松市立龍雲中学校 監察

93 中学校 会　員 松原　志乃 高松市立勝賀中学校 ｱﾅｳﾝｻｰ

94 中学校 会　員 古田　明美 高松市立勝賀中学校

95 中学校 会　員 田中貴美子 高松市立太田中学校 ｱﾅｳﾝｻｰ

96 中学校 会　員 秋山　真里 高松市立太田中学校 受付

97 中学校 会　員 山本　弘美 高松市立古高松中学校

98 中学校 会　員 細川　弥生 高松市立木太中学校 ｱﾅｳﾝｻｰ

99 中学校 会　員 江戸　佑哉 高松市立木太中学校 出発

100 中学校 会　員 黒田由紀子 高松市立庵治中学校

101 中学校 会　員 山下　邦子 高松市立牟礼中学校

102 中学校 会　員 田中　　功 高松市立国分寺中学校 跳躍

103 中学校 会　員 高橋麻友子 高松市立国分寺中学校 表彰

104 中学校 会　員 古瀬　由加 高松市立塩江中学校

105 中学校 会　員 熊本　佳香 香川県立高松北中学校

106 中学校 会　員 斉藤　邦彰 三木町立三木中学校

107 中学校 会　員 川北　朱佳 三木町立三木中学校

108 中学校 会　員 邑地秀一郎 大手前高松中学校

109 中学校 会　員 日野宗一郎 香川誠陵中学校 スターター

110 中学校 会　員 藤澤　　寛 直島町立直島中学校 周回

111 中学校 会　員 丸山　達朗 丸亀市立西中学校 跳躍

112 小学校 会　員 脇谷　　肇 高松市立太田小学校

113 小学校 会　員 谷岡　直樹 東部教育事務所

114 小学校 会　員 細井　　聡 高松市立国分寺南部小学校

115 小学校 会　員 村尾　　希 高松市立一宮小学校

116 小学校 会　員 木田　英登 高松市立新番丁小学校

117 小学校 会　員 中曽　友恵 高松市立新番丁小学校

118 小学校 会　員 穴吹　哲郎 高松市立栗林小学校

119 小学校 会　員 藪本ひかる 高松市立栗林小学校

120 小学校 会　員 出口奈津美 高松市立川島小学校

121 小学校 会　員 作花　　孝 高松市立円座小学校

122 小学校 会　員 青木　智治 高松市立国分寺北部小学校

123 小学校 会　員 岡　　義弘 高松市立屋島西小学校

124 小学校 会　員 竹内　芳幸 直島町立直島小学校

※　「サイズ」欄は、審判の服装のサイズを記入します。
※　「審判部署案」欄は、過去の実績をもとに分担したものです。
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＜ 審判構成案 … 役割ごとの表記 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会会長 1 北谷　静雄

大会副会長 3 岡内須美子 松原　真一 宮本　章樹

総務 2 三宅　章夫 岡　　宏彰

総務員（受付） 2 秋山　真里 和田　泰紀

総務員（会計） 2 三谷　昌輝 安宅　裕美

進行 4 藤田　　祐 金集　正人 野崎　武司 大谷　昌三

場内指令 3 荒木　康良 由良　寿英 谷本　亮信

ﾄﾗｯｸ審判長 1 有馬　雅文

出発 4 江戸　佑哉 岡　　雄大 石井　泰史

スターター 4 石井　　敦 村上　　充 日野宗一郎 豊島　邦治

栗原まこと 山崎　和成 中川　佳洋 山白　俊一 田中　淳介 黒田　　浩

金子　素通 坂賀　俊之 横田　一仁 坂上　貴彦 平森　芳弘

写真判定 4 桑原　一海 河北　尚広 玉振　裕司 淀谷　　茂

記録 4 向井　孝宏 正箱信一郎 吉鷹なぎさ 宮滝　寛己

周回 3 藤澤　　寛 中村　昭浩 岡　　俊博

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 1 増田　人志

松原　道和 八村　匡純 久保　　斉 吉田由紀子 丸山　達朗 原田　佳明

渡辺　浩司

跳躍（走髙跳） 6 佐藤　一石 船橋　健志 濱田　和之 増田　善久

跳躍（棒高跳） 4 田中　　功 田所　大和 小田　賢司 小田　祥二

嶋田　秀和 日詰　裕雄 六車　　浩 斉藤　　浩 桝見　和子 村尾　政彦

高井　信一

招集 6 河北　　愛 堀　　百伸 大谷　亮司 寺竹　　聡 造田　純可

風速 4 小川　秀明 笠井　泰昌 日向　　直

表彰 5 岩城　利行 横山　和博 高橋麻友子 谷本　公子 溝渕　　絹

アナウンサー 4 松原　志乃 田中貴美子 細川　弥生

救護 1 松本　和子

申込み 1 山崎　裕也

ホームページ 1 中村　真治

100

監察員 12

跳躍（走幅跳） 10

投てき 8
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