特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟
2019 年度事業計画
2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日まで

Ⅰ．大阪マスターズの組織運営について
（1）会員の皆様が参加できる組織運営を目指す
特定非営利活動法人の目的達成のために、大阪マスターズでは、競技者として"参加する喜び"だけで
なく、"見る（応援する）楽しみ"や、審判やボランティアとして"支える嬉しさ"を共有することを目指
しています。役員・会員間の情報共有をさらに進め、会員の皆様が競技会をはじめとする大阪マスタ
ーズの運営に参加が可能となる専門委員会制度の有効活用を目指すとともに、役員と会員との相互の
交流、対話の場を積極的に設けていきます。
なお、第 5 号議案で、効率的な組織運営を図るために、常務理事会および専門委員会の設置するため
に定款の一部改訂を提案いたします。

（2）会員の日本陸連登録の促進
～2020 年度から日本陸連登録が必須となります～
マスターズの競技会は陸連登録の公認審判員の方々の協力で成り立っていることから日本陸連の協力
団体である日本マスターズは、会員の日本陸連登録（以下「陸連登録」という。）の促進の決議を総
会で行いました。具体的な登録促進の方策として、2018 年度開催の全日本マスターズ選手権および地
域マスターズ選手権から大会参加資格を「日本マスターズ登録（以下「日マ登録」という。）に加え
て「陸連登録」とすることが必須としています。また、都道府県マスターズ大会についても 2018 年
～2019 年度の猶予期間を経て、2020 年度以降、参加者全員が日マ登録者で、かつ陸連登録者である
ことがマスターズの公認大会の必須条件となりました。
大阪マスターズは、2020 年度の全員登録を目指して、2019 年度も引き続き会員の陸連登録を推進し
ていくこととします。
～陸協登録を推進します～
陸連登録は、都道府県陸上競技協会（以下「陸協」という。）に加入すれば、自動的に登録されるの
で、具体的には、陸協への加入を呼び掛けます。
陸協への加入については、個人登録のほか会員の皆様の勤務先や加入クラブ等の所属団体を通じて行
う方法があります。大阪マスターズは、大阪陸協の協力団体で、大阪陸協の加入クラブでもあります。
2017 年度の大阪マスターズを通じての団体登録者は 84 人でしたが、2018 年度の大阪マスターズ団体
登録者は 201 人に達しています。他の所属団体等を通じて登録されている方を含めると普通会員 621
人中 408 人（65.7％）の方が陸協へ登録されています。
～登録状況の検証を行います～
2018～9 年度の陸協登録割合の結果を検証・分析する中で、その後の対応を検討することとします。
また、当連盟の定款に第 3 条に規定する法人の目的「マスターズ陸上競技を通じて地域社会における
生涯スポーツの普及・発展と健康の維持増進に寄与すること」に賛同して入会いただいた会員の皆様
の声も大事にしていきます。

（3）大阪陸上競技協会との連携をさらに強化
大阪マスターズは一般財団法人大阪陸上競技協会の協力団体で、大阪マスターズから陸協理事 1 名を
推薦しています。2019 年度までは、大阪マスターズの主催競技会は、「大阪陸協が協力する大会」で
「記録は公認しない大会」との位置づけですが、2020 年度以降、大会参加資格として陸連登録が必須
となり、参加者全員が陸連登録者となれば「記録が公認される大会」となる見込みです。
大阪陸協との連携をさらに強化していきます。
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（4）関西学生陸上競技連盟との連携を強化
大阪マスターズの競技会において、関西学生競技連盟の学生審判員の応援を得ています。同連盟の応
援は大阪マスターズ選手権を始めとする各種競技会の大きな助力となっています。同連盟の応援が不
可欠な状況にあり今後とも連携を密にしていきます。

Ⅱ．事業の実施方針
１．会員増加の取組と広報活動の充実
法人としての組織基盤をより確立するため、法人の活動内容について積極的な広報活動を行い、さら
なる会員の拡大を目指していきます。

２．特定非営利活動に係る事業を確実に実施し、マスターズ陸上競技のさらなる普及・振興を目指す。
（1）2019 年度の事業については、引き続き会員増を図る中で、基本的に前年度事業の継続を行うとと
もに、次の取り組みを行います。
① 陸上講習会通年開催を検討する。
② 各競技会の種目の見直しを引き続き行い各競技会の位置づけを明確にする。
③ リレー参加者を増やすための取り組みを引き続き推進していく。
④ 会員間の交流ができる機会を設ける。
（2）創立 40 周年記念誌を発行する。
2019 年に本連盟は、創立 40 周年を迎えます。創立 40 周年記念誌を年度内に発行します。

Ⅱ．事業の実施に関する事項
１．調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催事業
（注）実施場所、日時については予定です。変更する場合もあります。
(1) 調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催事業
（a）2019 年度通常総会における講演会の開催
【内
容】
｢マスターズ陸上と私」
【講
師】
深尾 真美（大阪マスターズ陸上競技連盟理事）
【実施場所】
アークホテル大阪心斎橋（大阪市中央区）
【実施日時】
2019 年2月10 日（日）
（b) 第21 回近畿マスターズ研修会の運営
【内
容】
研修会
短距離、中長距離、跳躍および投てきの各種目
【内
容】
体力測定 A．50m 走 B．立幅跳
三世代交流リレー
【実施場所】
大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2019 年4月21 日（日）
（c) 2019 大阪マスターズ研修会の開催
【内
容】 研修会
短距離、中長距離、跳躍および投てき、競歩
【内
容】 体力測定 50m 走
三世代交流リレー
【実施場所】 大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2019 年8月25 日（日）
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（d)陸上習会の開催
【内
容】 マスターズ陸上競技スクール
【実施場所】 検討中（会場の確保ができない場合は中止）
【実施日時】 検討中
【実施方法】 検討中
(2) 大阪マスターズ陸上競技選手権大会およびその他の競技会の開催事業
（a）第33 回大阪マスターズ陸上競技選手権大会
兼第32 回全国健康福祉祭和歌山大会（ねんりんピック紀の国わかやま2019 代表者選考会）
【競技種目】 トラック、4×100mR、 跳躍、投てき
（小学生） 100m、走幅跳（注）小学生リレーは実施しない。
【実施場所】 ヤンマーフィールド長居
【実施日時】 2019 年5月1 日（水・祝）
（注）第32 回ねんりんピック・マラソンの部は、11 月10 日（日）和歌山県太地町で開催
(b) 第11 回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会
【競技種目】 トラック、跳躍、投てき、
（オープン種目）立幅跳、
【実施場所】 大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2019 年6月16 日（日）
【参加資格】
マスターズ会員および一般参加者
(c) 第7回大阪マスターズ陸上競技大会の開催
【競技種目】 トラック、跳躍、投てき五種
【実施場所】 大阪府営服部緑地陸上競技場
【実施日時】 2019 年8月4 日（日）
(ｄ) 第68 回大阪マスターズ記録会兼 2019 府民スポーツ・レクリエーション大会兼関西マスターズスポー
ツフェスティバル2019（大阪府スポーツ・レクリエーション組織委員会との共催）
【競技種目】 トラック 、跳躍 、投てき （オープン種目）300m、立幅跳、ソフトボール投
・小学生…60m、走幅跳 （注）小学生リレーは実施しない。
【実施場所】 ヤンマーフィールド長居
【実施日時】 2019 年10 月13 日（日）
【参加資格】
マスターズ会員および一般参加者
（3）陸上競技関にする競技会等への参加および協力事業
（a)

近畿マスターズ地域講習会 ( 春季練習会 )
【内
容】
短距離(60-400m)、中距離(800m)、跳躍選手の春季トレーニン
【実施場所】
橿原公苑陸上競技場
【実施日時】 2019 年3月16 日（土）

(b) 第25 回近畿マスターズ駅伝競走大会への選手団派遣
【内
容】 近畿2府4 県のマスターズ陸上競技連盟主催の対抗駅伝競走
【実施場所】 滋賀・希望ヶ丘文化公園陸上競技場・特設コース
【実施日時】 2019 年3月21 日（木・祝）
【派遣予定チーム】 17 チーム
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(c) 第40 回全日本マスターズ陸上競技選手権大会への選手団派遣
【内
容】 マスターズ陸上の全国大会
【実施場所】 正田醬油スタジアム群馬陸上競技場
【実施日時】 2019 年9月14 日（土）～16 日（月・祝）
【参加資格】 日本マスターズの登録に加えて日本陸連登録が参加資格になる。
（注）第39 回鳥取大会の大阪マスターズのエントリーは137 人。
(d) 第32 回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝競走大会への選手団派遣
【内
容】 都道府県マスターズチームの駅伝競走
【実施場所】 愛知県・長久手“愛・地球博記念公園”特設コース
【実施日時】 2019年 11 月17 日（日）
(e) 第35 回近畿マスターズ陸上競技選手権大会への選手団派遣
【内
容】 近畿2府4 県のマスターズ陸上競技連盟主催の陸上競技選手権大会
【実施場所】 2019 年度は奈良マスターズが担当（ならでんフィールド；鴻の池陸上競技場）
【実施日時】 2019 年6月30 日（日）
【参加資格】 日本マスターズの登録に加えて日本陸連登録が参加資格になる。
(f) 第26 回近畿マスターズ駅伝競走大会への選手団派遣
【内
容】 近畿2府4 県のマスターズ陸上競技連盟主催の対抗駅伝競走
【実施場所】 2019 年度は奈良マスターズが担当（場所未定）
【実施日時】 2020 年3月22 日（日）
【参加資格】 日本マスターズの登録に加えて日本陸連登録が参加資格になる。
(g) その他の近畿および全日本関係のマスターズ大会
次ページ＜別表＞参照
(4) 機関誌紙および刊行物の発行事業
(a) 大阪マスターズ会報発行
【内
容】 2019 年度会報
【実施日時】 2019 年4 月（予定）
【事業の対象者】 マスターズ会員と関連団体向け 850 部（昨年度は850 部発行）
（b) 大阪マスターズ創立40 周年記念誌発行
【内
容】 大阪マスターズ創立40 周年記念誌
【実施日時】 2019 年月12 月（発行予定）
【事業の対象者】 マスターズ会員と関連団体向け 900 部
（c) 大阪マスターズホームページの運営
【内
容】 大阪マスターズのホームページを継続して運営し、会員・非会員を問わず、マスターズ
陸上の競技会およびその他の情報を発信する。
今年度は、ホームページデザインのリニューアルを検討するとともに、記録欄の更新（大
阪記録や大会記録を掲載の更新するほか記録情報の充実を図る。
【実施日時】 通年
以上
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＜別表＞
2019 年度大阪マスターズ競技会・研修会日程（案）
月

日

曜日

2月

10 日

日

2019 年度通常総会・講演会（講師；深尾真美さん） ｱｰｸﾎﾃﾙ大阪心斎橋

3月

09 日

土

駅伝練習会兼近畿駅伝結団式

長居周回

16 日

土

近畿マスターズ地域講習会 ( 春季練習会 )

橿原公苑陸上競技場

21 日

木

近畿マスターズ駅伝

滋賀・希望ヶ丘文化公園

14 日

日

大阪陸協審判講習会

ヤンマースタ・フィー

21 日

日

第 21 回近畿マスターズ研修会

服部緑地陸上競技場

第 42 回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会

紀三井寺公園陸上競技場

4月

5月

6月

競 技 会 等 名 称

場

所

01 日

水

第 33 回大阪マスターズ陸上競技選手権大会

ヤンマーフィールド長居

06 日

日

2019 奈良県スポレク・マスターズ陸上競技大会

ならでんﾌｨｰﾙﾄﾞ（鴻ﾉ池）

26 日

日

2019 滋賀県スポレク・陸上競技大会

甲賀市陸上競技場

16 日

日

第 11 回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会

服部緑地陸上競技場

21～23 日

第 87 回大阪陸上競技選手権大会

ヤンマースタ・フィー

27～30 日

第 103 回日本陸上競技選手権大会

博多の森

第 35 回近畿マスターズ陸上競技選手権大会

ならでんﾌｨｰﾙﾄﾞ（鴻ﾉ池）

30 日

日

兼第 27 回奈良マスターズ陸上競技選手権大会
8月

9月

10 月

11 月

03 日

土

2019 京都マスターズ陸上記録会

山城総合運動公園

04 日

日

第 7 回大阪マスターズ陸上競技大会

服部緑地陸上競技場

25 日

日

2019 大阪マスターズ研修会

服部緑地陸上競技場

第 25 回滋賀マスターズ陸上競技選手権大会

甲賀市陸上競技場

第 40 回全日本マスターズ陸上競技選手権大会

群馬・正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬

14～16 日

23 日 月・祝 2019 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会

ヤンマーフィールド長居

23 日 月・祝 第 38 回兵庫マスターズ陸上競技選手権大会

ユニバー記念競技場

05 日

土

2019 和歌山マスターズ秋季陸上競技大会

紀三井寺公園陸上競技場

13 日

日

第 68 回大阪マスターズ記録会兼府民スポレク

ヤンマーフィールド長居

20 日

日

第 27 回京都マスターズ陸上競技選手権大会

山城総合運動公園

17 日

日

第 32 回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝

愛知；愛・地球博記念公園

第 9 回神戸マラソン
12 月

01 日

日

第 9 回大阪マラソン

3月

22 日

日

第 26 回近畿マスターズ駅伝

奈良担当

（注）大阪陸協等の関連競技会および近畿各府県マスターズの現時点で判明している競技日程も記載。
この日程は最終確定ではないので、今後変更の可能性があります。
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