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栃木陸上競技協会 2021年度選手登録（社会人等）の募集について 

１ 登録の概要 

(1) 申請をして承認を得ると、各選手には栃木陸上競技協会登録番号（年度内有効）が割り振られ、日本

陸上競技連盟登録選手（＝陸連登録選手）として国内公認陸上競技大会・公認ロードレース等に出場す

ることができます。 

(2) 団体登録では、拠点地を県内に有する事業所・任意クラブ・サークル仲間など、5 名以上のメンバー

で登録します。任意の所属名 (※) を利用することができ、団体登録料（分担金）年間 15,000 円、一人

あたりの登録料が年間 3,000 円になります。県外の選手でも登録可能です。 

※ 団体名称については、字数 14 字以内及び略称７文字以内とし、ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字（小文

字・大文字）・アラビア数字に加え、「＆」（アンパサンド）、 「－」（ハイフン）、「・」（中点）が認められます。

また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白（スペース）を用

いることもできます。さらに、連盟及び陸上競技協会、法人格を持たない個人名及び商品名、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、その他日本陸上競技

連盟及び栃木陸上競技協会が適当でないと考える名称は使用できません。 

(3) 個人登録では、県内居住（もしくは勤務）者が「栃木陸上競技協会」所属選手として個人で登録する

ものです。一人あたりの登録料は年間 4,000 円になります。所属名は「栃木陸上競技協会」または「栃

木陸協」となります。 

(4) 申請期間は 2021 年 3 月 2 日（火）13 時から 2021 年 12 月下旬までです。その後事務局に申請いた

だいた場合、登録は栃木陸上競技協会内のみ有効となります（＝日本陸上競技連盟登録選手ではない）。 

(5) 登録有効期間は承認日（承認日が 2021 年 3 月 31 日以前の場合は 2021 年 4 月 1 日）から 2022 年 3

月 31 日となります。 

２ 登録の手順 

(1) 団体登録：新規 

ア 事務局担当にメール（ macchi400m@icloud.com ）で以下の団体情報・代表者情報・連絡責任

者情報（下線部は必須）を Word 文書等にまとめて送信します。（パスワード付き文書を添付ファイルで

送信し、別途パスワードを記したメールを再送するなど、情報保護対応をされますことを推奨します。） 

ａ 団体情報 …団体名(14 文字)・団体名カナ・略称(7 文字) ・URL 

ｂ 代表者情報 …郵便番号・住所・電話番号(-を入れてください)・FAX 番号・代表者名 

ｃ 連絡責任者情報（代表者と連絡責任者は同一でも結構です。） …氏名・氏名カナ・郵便番号・

住所・電話番号(-を入れてください)・FAX 番号・メールアドレス 

ｄ 予定会員数、事業計画（年間スケジュール予定） 

イ 事務局の審査を経て承認されると、担当からログイン用 ID 及び仮パスワードが示された「アカ

ウント通知書」が送付されます。申請用指定 Web ページ「日本陸上競技連盟 Web 会員管理シス

テム」からログインしてパスワードを変更の上、以下の会員（＝選手）情報を Web 上の指定フォ

ームから入力し、登録申請をしてください。（下線部は必須） 

ａ 各会員情報 

氏名・氏名カナ・性別・生年月日・郵便番号・住所・審判資格・E-Mail・E-Mail 配信希望・連

絡先携帯(固定)電話番号(-を入れてください)・勤務先名・勤務先住所・勤務先電話番号(-を入れて

ください)・出身高校都道府県・出身中学都道府県 
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申請用指定 URL： 

https://start.jaaf.or.jp （日本陸上競技連盟 Web 会員管理システム） 

ウ 登録用の指定口座に団体登録料 15,000 円＋登録料 3,000 円/人 を振り込みます。振込後に振

込日・名義・金額をメール（ macchi400m@icloud.com ）でお知らせください。 

指定口座： 

足利銀行小金井支店（１５２） 

普通 ５０３１２９３ 

一般財団法人栃木陸上競技協会 一般・大学登録担当 佐藤正淑 

 (領収書はお振込の際の明細書にかえさせていただきます。領収書を希望される場合はメールでご連絡ください) 

エ 事務局で審査の上、承認されると事務局担当から承認のメールが届きます。 

承認後、申請用指定 Web ページ「日本陸上競技連盟 Web 会員管理システム」からログインする

と、各メニューから選手の登録番号の確認や、登録一覧表や登録証を出力することができます。 

(2) 団体登録：継続 

ア 前年度から継続して登録する団体は、申請用指定 Web ページ「日本陸上競技連盟 Web 会員管

理システム」から、前年度と同じ ID・パスワードを利用して 2021 年度の申請を行い、定められ

た団体登録料及び個人分の登録料を指定口座へお振り込みください。振込後に振込日・名義・金額

をメール（ macchi400m@icloud.com ）でお知らせください。 

申請用指定 URL： 

https://start.jaaf.or.jp （日本陸上競技連盟 Web 会員管理システム） 

指定口座： 

足利銀行小金井支店（１５２） 

普通 ５０３１２９３ 

一般財団法人栃木陸上競技協会 一般・大学登録担当 佐藤正淑 

 (領収書はお振込の際の明細書にかえさせていただきます。領収書を希望される場合はメールでご連絡ください) 

イ 事務局で審査の上、承認されると事務局担当から承認のメールが届きます。 

承認後、指定 URL https://start.jaaf.or.jp （日本陸上競技連盟 Web 会員管理システム）からログイ

ンすると、各メニューから選手の登録番号の確認や、登録一覧表や登録証を出力することができ

ます。 

(3) 個人登録（新規・継続共通） 

ア 申請用指定 Web ページ「栃木陸上競技協会・一般個人登録申請」から申請をしてください。（申請

の際に「入金コード（例 A001 など）」が Web 上で表示されますので必ず控えてください。） 

ａ 申請内容 

氏名・氏名カナ・性別・生年月日・郵便番号・住所・審判資格 E-Mail（※） E-Mail 配信希

望・連絡先携帯(固定)電話番号(-を入れてください)・勤務先名・勤務先住所・勤務先電話番号(-を

入れてください)・出身高校都道府県・出身中学都道府県   

※E-Mail は必須ではありませんが連絡事項等をご連絡する都合上、入力をお願いします。 

※E-Mail アドレス は携帯のアドレスでなくパソコンで使用するアドレスの入力をお願いします。送信できな
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い可能性があります。 

また「住所は県外で勤務地は県内」という方が栃木県で個人登録をする場合においては、上に示す申請内容の

他に別途、県内に勤務していることを証明する資料等を提出いただく場合がありますので御承知ください。 

申請用指定 URL： 

https://start.jaaf.or.jp/entry/tochigi/ （栃木陸上競技協会・一般個人登録申請） 

イ 定められた登録料を指定口座へお振り込みください。振込名義を（可能な場合）「入力コード＋

氏名」としてください。また、振込後に振込日・名義・金額をメール（ macchi400m@icloud.com ）

でお知らせください。 

指定口座： 

足利銀行小金井支店（１５２） 

普通 ５０３１２９３ 

一般財団法人栃木陸上競技協会 一般・大学登録担当 佐藤正淑 

 (領収書はお振込の際の明細書にかえさせていただきます。領収書を希望される場合はメールでご連絡ください) 

ウ 事務局で審査の上、承認されると事務局担当から承認のメールが届きます。 

(4) 地域陸協・クラブを通じての登録 

栃木陸協に加盟する県内 12 の地域陸協・クラブに所属し、登録することができます。各地域陸協・

クラブが主催する競技会・練習会・教室・会合等に参加し、地域での交流を深めながら活動をするこ

とができます。 

対象…栃木市陸上クラブ，宇都宮市陸上競技協会，那須陸上競技協会，小山アスレチッククラブ，

塩谷陸上競技クラブ，佐野スパルタ倶楽部，足利陸上競技倶楽部，今市陸上クラブ，南那須陸上競技

協会，芳賀・真岡陸上競技協会，矢板市陸上競技協会，華陵クラブ 

加入を希望される場合や、組織の詳細について確認をご希望の場合は、該当団体の連絡先を栃木

陸協事務局宛てに照会してください。（tochiriku@crest.ocn.ne.jp） 

３ 登録にあたっての留意点 

(1) 日本陸上競技連盟規定では「氏名・性別・生年月日等を正確に届け出るものとする」とされています。

芸名や社会姓を利用するなど、いわゆる通称名で登録を希望される場合には事前にご相談ください。 

(2) 登録選手が競技会に参加するにあたり、参加申込内容が登録内容と異なる場合、参加申込が希望通り

に受理されないことがあります。（氏名・住所の漢字表記や記号表記も含みます。）ご注意ください。 

(3) 登録選手が競技会に参加するにあたり、栃木陸上競技協会または競技会主催者が認める広報メディア

等に氏名・所属名・年齢等の情報が掲載される場合がありますことをご承知の上、申請願います。 

(4) 承認後、住所移転・姓の変更などがあった場合は速やかにご連絡ください。 

（ macchi400m@icloud.com ） 

(5) 転勤などで年度途中に県外へ移転する場合、他都道府県陸協への異動が可能です。ただし原則として

「異動後 6 ヶ月間は公認競技会への参加が認められない」とされています。登録後に異動を希望される

場合はお問い合わせください。（ macchi400m@icloud.com ） 
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(6) 公認ロードレースへの参加にあたり「陸連登録の部」で出場した場合、「一般の部」等であれば表彰対

象となる結果（タイム）であっても、表彰対象外となる場合がありますのでご注意ください。（例… 65

歳の方がフルマラソンを 3 時間 10 分で走った。一般の 60 歳代の部で申し込んであれば優勝として表彰

されたが、陸連登録の部で申し込んでいたために表彰対象にならなかった） 

参考 大学生及び中学生・高校生の登録に関する注意事項 

(1) 学連登録選手（日本学生陸上競技連合に所属する大学生選手）について 

ア 学連登録選手は、各地区の学連（関東学生陸上競技連盟など）から申請をしてください。 

イ 学連登録を希望する選手は学連申請をする際に、「所属都道府県」を指定することとなっており、①出身

高校所在地 ②大学所在地 ③現住所（居住地） の中から選択することができます。この指定において、栃

木県を選択した選手は「栃木県登録」の選手となります。 

ウ 学連登録の栃木県登録選手は、栃木陸上競技協会主催競技会（県春季大会・県選手権・国体予選・ジュニ

ア記録会 などの競技場で開催する競技会／ロードレース・駅伝を除く）に参加する場合、学連登録番号等

を記載したアスリートビブス（ナンバーカード）(縦 16 ㎝×横 24 ㎝)をご自身にてご用意願います。 

エ 学連登録の栃木県登録選手は、上述「２(3)個人登録」における「栃木陸上競技協会・一般個人登録申請 

https://start.jaaf.or.jp/entry/tochigi/ 」を行わないようご注意ください。学連登録との「二重登録」となり

資格違反になります。 

(2) 中体連・高体連に属さない中学生・高校生の登録について 

通学する中学校・高等学校に陸上競技部が無い等の理由により個人で競技を行う場合、項目２の手続きに

より登録を行うことができます。この場合、栃木陸上競技協会主催競技会（県春季大会・県選手権・国体予

選・栃木陸協記録会・郡市町駅伝 など）、県外の記録会等に参加することができます。この場合、中体連・高

体連の大会には参加できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ・連絡先 … 登録担当は事務局常駐ではないため、大変恐れ入りますが、メールにてご連絡ください 

一般財団法人栃木陸上競技協会  登録担当 macchi400m@icloud.com （佐藤正淑） 

事務局：〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田 6-4-37 株式会社 鈴和 3 階 

TEL 028-612-8594 ／ FAX 028-612-8549 ／ mail：tochiriku@crest.ocn.ne.jp 

栃木陸上競技協会 公式ホームページ http://www.jaaftochigi.jp/ 

参考：登録に関する諸規定（登録について｜日本陸上競技連盟） https://www.jaaf.or.jp/athlete/regist/ 


