１ 登録について
１.登録の種別
登録種別

定義

団体登録

会員名称

５人以上の会員をもって団体で登録する場合で、
登録団体名は所属する団体名となる。
一般会員

個人登録

大学生登録

個人で登録する場合で、登録団体名は「岐阜陸協」
となる。
学連登録時 岐阜県に登録をすることで「岐阜陸

大学生会員

協」への登録は完了となる。

高校生登録 高校生の登録。

高校生会員

中学生登録 中学生の登録。

中学生会員

小学生登録 小学生の登録。

小学生会員


２．登録料  ※一部改定されましたのでご注意ください。
会 員 名
一 般

大学生

高校生

中学生
小学生

登録料（１名）

登録方法

登録料支払方法

別掲の「ゆうちょ銀行口座」に
３，５００円    インターネット

（ナンバーカードは別途購入）

による登録。

振込

学連登録方法に従う。

学連登録料          
（ナンバーカードは別途購入）

１，５００円

※登録県は「岐阜県」とする。
※別途「岐阜陸協」への登録は必要としない。
岐阜県高等学校体育連盟（高体連）陸上競技専門

（ナンバーカード代を含む） 部にお問い合わせください。

９００円

岐阜県中学校体育連盟（中体連）陸上競技専門部

（ナンバーカード代を含む） にお問い合わせください。

９００円
（ナンバーカード代を含む）

インターネット 別掲の「ゆうちょ銀行口座」に
による登録。

振込


尚、高校生登録にあたっては、下記の「団体登録料」が必要です。
区分

全日制高校

定時制高校

男女ともに登録

２５，０００円

１５，０００円

男女どちらかのみ登録

１５，０００円

１０，０００円

３．「一般会員」及び「小学生会員」の登録申請にあたっての注意事項
登録にあたっては、下記を遵守し正確に行ってください。
（１）登録番号の取得には、下記の①及び②（以下、
「登録申請用紙等」という）が不備なく
岐阜陸上競技協会事務所に到着後、１０日ほど必要となりますので余裕をもって登録
申請を行ってください。
①プリントアウトした「一般個人登録申請証明書」または「小学生登録用紙」
。
②登録料の「振込明細書」または「ご利用明細票」等（コピー可）
ただし、①の裏面に②を貼付する。
（２）上記「登録申請用紙等」が、１４日以内に当協会事務所に到着しない場合は、当方に
おいて申請を「未承認」とし削除いたします。登録申請を継続する場合は再度インタ
ーネットによる申請を行ってください。
（３）登録手続きにはプリントアウト作業が必要となりますので、必ず「プリントアウト」
が可能なパソコン等より行ってください。
（４）登録者または登録責任者の連絡先（連絡可能な電話番号及びメールアドレス）を必ず、
明記してください。
当方より申請に関しての連絡等が出来ない場合は、申請を削除する場合があります。
（５）メールで登録番号を取得する場合、
「迷惑メールフォルダ」に移行する場合があります
ので、よく確認をしてください。
（６）新規に登録する団体の名称は、反社会的なもの、政治・宗教・主義主張に関するもの、
公序良俗に反するもの、競技運営上支障があるもの、その他当協会が適当ではないと
判断する名称は使用できません。
（７）一般会員登録ができるのは、岐阜県内に居住、在学又は主たる勤務地が岐阜県内にあ
る方とします。
（８）同一年度内において、２つ以上の団体及び当協会以外の都道府県陸上競技協会に登録
することはできません。
（９）毎年３月３１日をもって、その年度に取得した登録番号は無効となります。４月１日
からの競技会への参加には、原則新登録番号が必要となります。
（）登録後に申請時の住所、連絡先等に変更があった場合は、速やかに岐阜陸上競技協会
事務所まで必ずご連絡ください。
（）平成３０年度登録申請の受付は、平成３０年１２月２０日（木）までとします。

４．一般会員の登録
（１）公認の陸上競技会等に審判、又は競技者として参加するためには、一般財団法人岐阜陸上競技
協会（以下、「当協会」という。）に登録し、公益財団法人日本陸上競技連盟（以下、「日本陸連」と
いう。）の登録会員（以下、「会員」という。）にならなければなりません。
（２）当協会に登録した会員は、日本陸連の会員の資格を得ることとなります。
（３）ナンバーカードは当協会指定のものとなる為、別掲の方法によって別途購入する。

◆ 一般会員の登録方法
当協会への登録は、パソコン（印刷可能な）でのインターネットによる登録申請となります。
岐阜陸上競技協会ホームページ（以下、岐阜陸協ホームページ）より行ってください。
※携帯電話からは出来ません。

岐阜陸上競技協会ホームページ

http://www.gifu-riku.coｍ
登録・申請はここをクリック

（１） 個人で「岐阜陸協」に登録する場合

①岐阜陸協ホームページ 「陸協登録・申請」をクリックし、「一般登録について」より登録
申請を行う。
    ※登録番号返信先のメールアドレス、または電話番号は必ず明確に入力してください。
   ↓
②登録申請手続き完了後、＜証明書発行＞から「一般個人登録申請証明書」をプリントアウト
する。
   ↓
③登録料を指定の口座に振込んだ後、次の（ア）、（イ）を岐阜陸協事務所へ郵送する。
（ア） プリントアウトした「一般個人登録申請証明書」
（イ） 登録料の「振込明細」または「ご利用明細票」（いずれもコピー可）
※振込先を間違えないようによく確認してください。
※振込手数料は振込人様がご負担ください。
          ※（ア）の裏面に（イ）を貼付してください。
↓

④上記（ア）及び（イ）が岐阜陸協事務所に到着後、電話または指定のメールアドレスに登録
番号を送信しますので登録番号は各自メールにてご確認ください。 
尚、返信メールが「迷惑メールフォルダ」に移行する場合がありますので、よくご確認をし
てください。
ただし、番号の付与には上記③が岐阜陸協事務所に到着後１０日程必要です。

（２） 前年度から継続して５人以上の団体登録をする場合

①岐阜陸協ホームページ 「陸協登録・申請」をクリックし、「-$$)6WDUW はこちらから」
より登録申請を行う。
※取得している「アカウントコード」に変更はありません。
     ↓
②登録申請手続き完了後、＜証明書発行＞から「ＪＡＡＦ日本陸上競技連盟２０１８年度登録
申込書」をプリントアウトする。
     ↓
③登録料を指定の口座に振込んだ後、次の（ア）、（イ）を岐阜陸協事務所へ郵送する。
（ア） プリントアウトした「ＪＡＡＦ日本陸上競技連盟２０１８年度登録申込書」
（イ） 登録料の「振込明細」または「ご利用明細票」（いずれもコピー可）
     ※振込先を間違えないように、よく確認してください。
※振込手数料は振込人様がご負担してください。
※（ア）の裏面に（イ）を貼付してください。
     ↓
④上記（ア）及び（イ）が岐阜陸協事務所に到着後、登録番号を付与します。
ただし、番号の付与には上記③が岐阜陸協事務所に到着後１０日程必要です。
     ↓
⑤各自の登録番号はインターネット「-$$)6WDUW」（アドレス： KWWSVVWDUWMDDIRUMS）
から確認する。
※当事務所より登録番号の連絡はいたしませんので、必ず各自でご確認ください。

（３）新規に 5 人以上で団体登録をする場合

①岐阜陸協ホームページ 「陸協登録・申請」をクリックし、 「一般登録について」から申請
を行う。
※新規団体の【アカウントコード】及び【パスワード】を連絡する返信先のメール
アドレスを必ず明確に入力してください。
     ↓
②入力後、JLIXWRURNX#JPDLOFRP へメール送信し、【アカウントコード】及び【パスワード】
を取得する。

     ↓
③以降の手続きについては、上記「（２）前年度から継続して５人以上の団体登録をする場合」
と同様の手続きを行う。



５．大学生の登録
（１）登録県を「岐阜県」として学連登録することによって岐阜陸協への登録となる。
（２）ナンバーカードは当協会指定のものとなる為、別掲の方法によって別途購入する。



６．小学生の登録
（１）登録対象

小学生を対象とする。

（２）登録料

1 名 ９００円

（３）支払方法

ただし、ナンバーカード代を含む。

指定する金融機関（ゆうちょ銀行）の口座への振込とする。
※現金での支払いは受け付けない。

（４）使用できる名称

所属小学校名またはクラブチーム名とする。

（５）登録申請受付期限

平成３０年１２月２０日（木）までとする。

（６）登録有効期間

毎年、４月１日より翌年３月３１日までとする。

（７）編成基準

クラブを編成する基準は、学校・学区・地域等にこだわらず、日常計画的
に同じクラブで練習していることが好ましい。

（８）ナンバーカードについて
企業名のロゴが入った岐阜陸協指定のナンバーカードを購入すること。
ナンバーカードの取得方法については別掲を参照する。
（９）該当大会
別掲で指定する大会に出場を希望する場合は、岐阜陸協への登録が必要です。
ただし、一部の大会については、登録されていない選手が各大会の申込締め切りまでに
登録する意思を示すことにより、大会に出場できる。
その際必ず、大会当日に会場に設置された総合案内所 (TIC)にその旨を申し出ること。
（10）問い合わせ先
不明な点は各地区の小学生担当「普及委員」（下記）までお問い合わせください。
地

区

普及委員

連絡先

岐阜地区

森

一男

０８０－３４８０－３２３３

西濃地区

浦野 美穂

０９０－１５６７－７２１７

中濃地区

星野 広典

０９０－８１８７－６９４１

東濃地区

農見 孝之

０９０－８４２２－１４９３

飛騨地区

伏谷 美香

０９０－４８５８－６２１５

◆小学生の登録方法
① 岐阜陸協ホームページ「陸協登録・申請」をクリックし、「小学生登録について」より
登録申請を行う。
小学生登録用エクセル入力フォーム（２０１８年度小学生登録申請）をダウンロードする。
  ↓
② 入力後、gifutoroku@gmail.com ヘメール送信する。
※送信先アドレスを間違えないように注意してください。
※登録責任者の氏名、電話番号、及びメールアドレスは必ず明確に入力してください。
   ↓
③ 入力した「２０１８年度  小学生登録申請」をプリントアウトする。
   ↓
④ 登録料を指定の口座に振込んだ後、次の（ア）、（イ）を岐阜陸協事務所へ郵送する。
（ア） プリントアウトした「２０１８年度 小学生登録申請」
（イ） 登録料の「振込明細」または「ご利用明細票」（いずれもコピー可）
※振込先を間違えないように、よく確認してください。
※振込手数料は振込人様がご負担してください。
※（ア）の裏面に（イ）を貼付してください。
     ↓
 ⑤ 上記（ア）及び（イ）が岐阜陸協事務所に到着後、登録番号は登録責任者のメールアドレ
スに送信しますので各自メールにて確認する。
※返信メールが「迷惑メールフォルダ」に移行する場合があるので確認してください。
※番号の付与には、上記（ア）及び（イ）が岐阜陸協事務所に到着後、１０日程必要とな
る為、余裕をもって申請を行ってください。

７．一般会員登録料・小学生登録料の振込先
※高校生、中学生については、下記と異なりますのでそれぞれの連盟にお問い合わせください。

◆「ゆうちょ銀行」から振込む場合◆
【記 号】 １２４４０   【番 号】 ８９０５５６１
【口座名】   一般財団法人岐阜陸上競技協会   
【フリガナ】  ザイ）ギフリクジョウキョウギキョウカイ
  
◆ ｢ゆうちょ銀行｣以外から振込む場合◆
【店名】  二四八（読み  ニヨンハチ）
【店番】  ２４８

【預金項目】 普通預金



【口座番号】  ０８９０５５６
【口座名】   一般財団法人岐阜陸上競技協会



【フリガナ】  ザイ）ギフリクジョウキョウギキョウカイ
◆振込みについての注意事項
（１）振込口座を間違えないように注意してください。
（２）高校生及び中学生の振込口座は、上記と異なりますので高体連または中体連にご
確認ください。
（３）振込まれた登録料は、いかなる理由があっても返還いたしません。
（４）団体登録の場合は、必ず団体名でお振込みください。
（５）登録料は、登録の申請を行った日より７日以内に必ずお振込みください。
（６）振込の際の>入金コード@の入力は必要ありません。

