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特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟 

2018 年（平成 30 年）度事業計画 

2018 年（平成 30 年）1 月 1 日から 2018 年（平成 30 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）会員との役員全員参加の組織運営を目指す 

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進め、全員参加の組織運営を目指すととも

に、役員と会員との交流、対話の場を積極的に設けるとともに、競技会等の運営にも参加を積極

的に呼び掛けます。 

（2）大阪陸協を始めとする関係団体との連携強化 

① 大阪陸上競技協会や関西学生連盟、関西実業団等の関係団体との連携を密にしていきます。 

（3）会員の陸連登録の促進 

2017 年 6 月開催の日本マスターズの社員総会で、会員の日本陸連登録の促進と 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」に加えて「日本陸連登録」とすることが決定されました。これに伴い、これらの大会は陸連

公認大会（記録の公認）となります。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 年度以降全員が陸連登録者でないとマスターズの公認大会としな

いとの方向性が示されています。 

大阪マスターズとしても会員の陸連登録（大阪陸協へ加入）を推進していくこととします。 

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するなかで問題点を検証し、日本マスターズへ見直し等の提言を行って

いきます。 

なお、2018～2019 年度の大阪マスターズ主催の競技会においては、参加資格に陸連登録を加

えることはしません。 

①会員の陸連登録を推進していきます。 

2018～2019 年を陸連登録の推進期間として、陸連登録（大阪陸協へ加入）の呼び掛けを行い

ます。 

2018 年度は、継続登録および新規登録に際して陸協登録のお願いをしています。 

②大阪マスターズを通じた団体登録の呼び掛けを行います。 

陸協への加入については、個人登録のほか会員の皆様の所属団体等を通じて行う方法と、大

阪陸協の加入クラブである「大阪マスターズ」を通じて団体加入する方法があります。登録

料は、個人登録は 3,500 円、団体登録は 2,000 円です。 

前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。2018 年 2 月 7 日現在の大阪

マスターズ団体登録予定者はすでに 89 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 50％を超える方が陸協へ登録予定です 

2018～9 年度の陸協登録割合の結果を分析する中で、その後の対応を検討することとします。 

③大阪陸上競技協会との連携をさらに強化します。 

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、陸協へ理事 1 名を派遣して

います。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
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い大会」との位置づけです。陸連登録（陸協登録）の推進を機にさらに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、

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）2017 年（平成 29 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 2016年度に開始した有料・提携方式による陸上講習会を会員がより参加しやすいものにする。 

② 各競技会の種目の見直し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 第 10 回南部忠平杯大阪マスターズ陸上大会を記念大会とする。 

⑤ 服部緑地陸上競技場の競技会では使用時間の制限の関係から小学生の競技を実施しない。 

（2）創立 40 周年に向けて会員サービスの充実を検討する。 

2019 年（平成 31 年）に本連盟は、創立 40 周年を迎えます。創立 40 周年を機に新たな会員サ

ービスの提供を検討するためのプロジェクトチームを立ち上げます。 

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）平成30年度総会における講演会の開催 

【内  容】  ｢自然で楽しくなる走法 ～怪我せず100歳まで走ろう～」 

【講  師】  村上 充（日本マスターズ陸上競技連合広報部長） 

【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】  2018年（平成30年）2月12日（祝・月） 

（b) 第20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】   2018年（平成30年）4月22日（日） 

（c) 2018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】  2018年（平成30年）9月2日（日） 

（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】  枚方市陸上競技場ほか 

【実施日時】  2018年（平成30年）5月～12月の間で複数回の開催を予定 
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【実施方法】   事業者（複数）と提携し、有料（個人負担）で行う方式（予定） 

 (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32回大阪マスターズ陸上競技選手権大会 

【競技種目】  トラック、4×100mR、 跳躍、投てき （小学生） 60m、4×100mR 

【実施場所】  ヤンマーフィールド長居 

【実施日時】  2018年（平成30年）6月9日（土） 

(b) 第10回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会兼第31回全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピックと

やま2018代表者選考会）の開催 

【競技種目】  トラック（10000ｍを新設、3000ｍW は休止）、 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】   2018年（平成30年）5月3日（祝・木） 

【参加資格】  マスターズ会員および一般参加者 

（注）第31回ねんりんピック・マラソンの部は、11月4日（日）富山県滑川市で開催 

 (c) 第6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（10000mは南部忠平杯に移す）、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】   2018年（平成30年）9月30日（日） 

(ｄ) 第67回大阪マスターズ記録会兼201８府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル兼関西マスター

ズスポーツフェスティバル2018（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（全学年）、走幅跳（4～6年）、4×100mR（全学年） 

【実施場所】   ヤンマーフィールド長居 

【実施日時】   2018年（平成30年）10月13日（土） 

【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) 第24回近畿マスターズ駅伝競走大会の開催 

【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】 京都・山城総合運動公園（太陽ケ丘陸上競技場）  

【実施日時】 2018年（平成30年）3月3日（土）  

【派遣予定チーム】 17チーム 

 (b) 第39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】  鳥取市・布勢陸上競技場 

【実施日時】  2018年（平成30年）9月22日（土）～24日（祝・月） 

【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予定。 

       （注）第38回和歌山大会の大阪マスターズのエントリーは214人。 

(c) 第31回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝競走大会への参加 

【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・長久手特設コース 

【実施日時】  2018年（平成30年）11月18日（日） 
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(d) 第34回近畿マスターズ陸上競技選手権大会への選手団派遣への選手団派遣 

【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】 平成30年度は滋賀マスターズが担当（甲賀市陸上競技場） 

【実施日時】 2018年（平成30年）6月24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。 

(e) その他の近畿および全日本関係のマスターズ大会 

5ページ別紙参照 

 (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】  平成30年度会報 

【実施日時】  2018年（平成30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、記録情報の充実を図る。 

【実施日時】 通年 

以上 
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＜別紙＞ 

平成３０年度  近畿及び日本マスターズ陸上競技会等日程表 （案） 

2018年2月3日現在：近畿マスターズ陸上競技連盟提供 

月 日 曜日 大　　　会　　　名 会　　　　　場

22 日 第20回近畿マスターズ陸上記録会兼合同研修会 服部緑地陸上競技場

22 日 第４１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

5 3 祝・木 第１０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

3 祝・木 第９回５０ｍダッシュ王選手権in奈良 ならでんフィルド(鴻ノ池）

4 祝・金 第６回５０ｍダッシュ王選手権in滋賀 甲賀市陸上競技

　 6 日 第26回奈良マスターズ選手権兼スポレクマスターズ ならでんフィルド(鴻ノ池）

12 土 ならシニア元気フェスタ・マラソン大会 橿原公苑陸上競技場

27 日 平成３０年度滋賀県スポレク・陸上競技大会 甲賀市陸上競技場

9 土 第３２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

10 日 第2９回全日本マスターズ混成選手権（投てき五種・跳躍五種） 神奈川：小田原

24 日 第3４回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 甲賀市陸上競技場

8 4 土 京都マスターズ記録会 山城総合運動公園

26 日 第２４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

9 2 日 2018大阪マスターズ研修会 服部緑地陸上競技場

5～16 水～日 世界マスターズ陸上競技選手権大会 スペイン:マラガ

9 日 ２０１８国際ゴールドマスターズなら大会（プレ） ならでんフィルド(鴻ノ池）

17 祝・月 第３７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

22～24 土～月 第３９回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 鳥取：布施陸上競技場

30 日 第6回大阪マスターズ陸上競技大会 服部緑地陸上競技場

10 7 日 2018いわて北上マラソン兼全日本マスターズマラソン 岩手：北上総合運動公園

8 祝・月 2018全日本マスターズ競歩大会 岩手：北上総合運動公園

13 土 第６７回大阪マスターズ記録会兼府民スポレク祭 ヤンマーフィルド長居

13～14 土・日 第2９回全日本マスターズ混成選手権（十種・七種・五種競技） 神奈川：小田原

21 日 ２０１8京都マスターズ選手権大会 山城総合運動公園

27～28 土・日 国際ゴールドマスターズ陸上競技選手権大会 ならでんフィルド(鴻ノ池）

11 4 日 ねんりんピックとやま2018 富山県滑川市

18 日 第31回全日本都道府県対抗全日本マスターズ駅伝競走大会 愛知：長久手

23 祝・金 和歌山マスターズ記録会 田辺スポーツパーク

12 9 日 京都マスターズ長距離記録会 西京極サブトラック

3 21 祝・木 第2５回近畿マスターズ駅伝大会 滋賀・希望が丘

4
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（注）日程、場所等は変更される場合があります。 


