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Promotion of Technological Innovation



＜小学生の登録のイメージ＞
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＜小学生の登録に関するFAQ＞

質問

小学生の記録は公認記録になるのか これまでと同様に“日清食品カップ”全国小学生陸上競技交流大会、およびその都道府県大会を

含む小学生大会の記録を公認記録と扱わない。

それ以外の公認競技会に参加したときの記録の扱いは今後検討予定。

5人未満の小学生は学校名を名乗れな

いのか？

個人登録してください。この場合は○○陸協所属になりますが、県内でその場合でも学校名での

出場を認める場合は運用でその対応をしてください。

全国交流大会では登録の所属名で運営します。

小学生だけで5人に達しない 小学生だけで5名集める必要がありません。

指導者なども含めて5名以上で団体登録することが可能です。

オープン種目は未登録でいいか？ 全国交流大会実施種目参加者は登録が必要です。

それ以外の種目での扱いは各県でご検討ください。

小学生の登録は普及の妨げになる 登録しなくても参加できる競技会も都道府県内で設定していただければと思います。

その上で、全国交流大会につながる日清カップに参加していただければと考えます。

全国交流大会の都道府県大会に参加するためには登録をしてもらい、よりその後長く続けてもら

うきっかけとしたいと考えています。



＜小学生の登録に関するFAQ＞
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5,6年生の全国交流大会実施種目参加者は登録が必要です。

それ以外は各都道府県で設定していただいて構いません。

登録する場合は陸連登録料が必要になります。

＊全国大会の実施種目は後日、別途決まり次第ご連絡します。
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＜組織構造のパターン＞



◎登録における申請承認の流れについて

承認者会員 団体管理者

会員情報更新
・会員リスト追加
・会員情報更新

登録（支払）申請 申請の承認

・差し戻し可能
・連絡事項記載可能

登録料支払い

入金確認

・県陸協番号付与登録完了

学校/クラブなど 県(支部)陸協/中・高体連/学連など

団体ID検索でクラブ(学校)加入申請も可

ID取得済

◆団体・学校登録

移行された会員情報が
ある場合、正しいか確認

管理者が新規で会員情報を入力することも可能

団体管理者ログイン
必要に応じて登録団体選択/団体情報確認
①

②

③

④



◎登録における申請承認の流れについて

承認者会員

登録（支払）申請 申請の承認

・差し戻し可能
・連絡事項記載可能

入金確認

・県陸協番号付与

登録完了

県(支部)陸協などID取得済

◆個人登録

登録料支払い

個人ログイン
必要に応じて個人情報の確認・修正
①

②

③



団体管理者

◎登録における申請承認の流れについて

承認者

ID取得済

申請の承認

・差し戻し可能
・連絡事項記載可能

入金確認

・県陸協番号付与

登録完了

県(支部)陸協/中・高体連など

◆新規団体登録

クラブ・学校など/会員も含め申請

個人ログイン
必要に応じて個人情報の確認・修正

会員

新規団体作成・申請

登録料支払い

ID取得済

• 新規団体作成だけで申請でも
会員まで含めて申請でも可

① ②

③



◎登録における申請承認の流れについて

◆登録者の移籍(個人会員/団体管理者)

承認者

・差し戻し可能
・連絡事項記載可能

決済手続き後、
登録完了

県(支部)陸協/
中・高体連/学連など

・移籍先の都道府県陸協/
加入団体/学校/個人登録など

移籍申請

団体・個人申請

申請の承認
※除籍作業

個人会員ログイン団体管理者ログイン

承認者

県(支部)陸協/
中・高体連/学連など

・県陸協番号付与

申請の承認

新所属

旧所属

旧所属から抜けてから新所属に登録申請



◎登録における申請承認の流れについて

◆団体管理者の引き継ぎ(顧問/チーム関係者)

ID取得済 ID取得済

団体管理者 新規管理者

新規管理者が団体(学校/クラブ等)IDを
入力して、団体加入申請することでも可。

ID検索で新規管理者を
団体(学校/クラブ等)に加入させる。

新しい管理者を「管理者に設定」し、
旧管理者を「管理者から外す」

新規管理者が団体管理者となる。

ID取得済 ID取得済

旧管理者が別の団体(学校/クラブ)に移籍する場合は、
新規管理者と同様の作業を行う。

新しい人を追加して、古い人が抜ける



◎学連登録と都道府県陸協登録について

都道府県登録を要件とする場合は、大会要項の参加資格にその旨を明記してください。

（例：参加資格 2023 年度日本陸連登録者で、〇〇陸協登録者であること等）

＜大学生の都道府県陸協登録の流れ＞

①大学から登録システムで地区学連に登録する。

②登録者個人が、登録システムで各都道府県陸協に登録申請可能。

※大学生料金を各県で設定していただければ、システムでの支払が可能。

※陸連登録料は学連に登録する際に徴収。

運営にしか関わらない学生や、大学の記録会にしか出場しない学生もいるため、
2023年度から都道府県を選択しないことも可能。
⇒都道府県を選択しない学生は「○○大・学連」という表記。

各都道府県陸協主催大会に大学生が参加する場合、



◎学連登録と県陸協登録の申請承認について

地区学連大学生 団体管理者

会員検索

・会員リスト追加
・会員情報更新

登録申請 申請の承認

・差し戻し可能
・連絡事項記載可能

登録料支払い

入金確認

・学連陸協番号付与

学連登録完了

大学監督・コーチ/マネージャー等

団体ID検索で、大学への加入申請も可

ID取得済

新規会員の場合、管理者が
会員情報入力も可能

都道府県陸協
都道府県陸協を選択

⇒登録申請 申請の承認

・差し戻し可能
・連絡事項記載可能

入金確認

・県陸協番号付与県陸協登録完了

県設定大学生登録料
支払い

個人ログイン
必要に応じて個人情報の確認・修正

大学生登録料0円の県陸協は、
セッティング項目選択のみで決済はなし

学
連
登
録

県
陸
協
登
録



◎領収証の取り扱いについて

登録システムで決済したものは、支払証明書が画面表示されます(印刷可能)
※個人登録料/団体登録料/決済手数料などの内訳を記載。
※各決済履歴やステータス(決済待ち/決済済など)が閲覧確認可能。

◎決済手数料について

[登録料一人当たり] 決済方法：コンビニ決済(30万円未満まで)/クレジットカード

～２,０００円：１５０円 / 2,001円～10,000円：230円 / 10,001円～：4.１％
※団体登録料は1団体当たりの金額から決済手数料
※1回の支払総額が30万円以上の場合、銀行振込可能(総額の2.0% 振込手数料別途)

◎日本陸連登録料について

年齢 日本陸連登録料

当該年度末で19歳以上の者 1,000円/人

当該年度末で19歳未満の者 500円/人

＊中学校登録、高校登録は上記にかかわらず500円/人です。
高校登録の留年した高校生や19歳以上の定通制学校登録の高校生も500円/人です。

＊中高校生の二重登録の場合は、陸連登録料は1回の支払いになりました。
＊年度途中での変更の場合も、陸連登録料は1回の支払いとなりました。



◎郡市区陸協/支部等の取扱いについて

◆システム階層ツリー(都道府県陸協)

個人登録者は県(支部)陸協個人グループに加入申請をし、
県(支部)陸協が承認後、登録料決済が可能。

※ご高齢者等、インターネット環境を持たない方で、
個人登録希望の方は、県(支部)陸協が代行して登録・決済が可能。

大学生の学連登録者は、
県陸協の大学生登録が可能。

大学生個人が県陸協に申請し、
承認後、登録料決済が可能。

団体責任者はメンバー登録が可能。
(新規登録のみ)

メンバーからの加入申請やID検索
で引っ張ってくることも可能。

県(支部)陸協へ申請し承認後、
メンバーの登録料決済が可能。

郡市区(支部)陸協

学連登録者 登録者

個人(陸協直轄)

登録者

審判(陸協直轄)

登録者

大学生登録 団体(クラブ)

登録者

個人(支部直轄)

都道府県陸協

承認者

承認者



◎郡市区陸協/支部等の取扱いについて

◆システム階層ツリー(中体連・高体連・学連)

学校責任者は部員の登録が可能(新規登録のみ)
部員からの加入申請やID検索で引っ張ってくることも可能。

県(支部)中・高体連へ申請し、承認後、
部員の登録料決済が可能。

登録者 登録者

中学/高校

支部

全国中体連・高体連

県中体連・高体連

学校責任者(マネージャー)は部員の登録が可能(新規登録のみ)
部員からの加入申請やID検索で引っ張ってくることも可能。

地区学連へ申請し、承認後、部員の登録料決済が可能。
※1回の決済が30万円以上の場合は銀行振込可。

(決済手数料は1人当たり)

登録者 登録者

大学

日本学連

地区学連

学連登録者で都道府県陸協を選択する場合、
学連登録者個人が登録システムから陸協を選択し、

申請承認後、決済が可能。

承認者

承認者

承認者



◎新登録システムのログインについて

システムへのログインはこれまでのアカウントコードとパスワードではなく、
20２２年度の連絡責任者のメールアドレスを使用します。

旧システムからの移行に伴い、ログイン方法については各団体に直接ご案内を送るなど、
より確実にお知らせする方策を検討します。

◎マイページについて

会員ごとにユーザー登録をして、マイページを作成し、システムログインができます。
※マイページで登録情報の把握・管理が可能です。

個人の情報はできるだけ自分で管理し、常に正しい情報にしていく形にしたいと考えています。

ただ、小中学生やご高齢者など、手続きができない方は、マイページを作成しなくても、
団体管理者が登録手続きや決済を行うことが可能です。

◎会員証について

会員のマイページで、デジタル会員証が表示されるようになります。

また従来のような PDF での会員証もダウンロードできますので、
印刷して会員証としてご利用いただくことも引き続き可能です。

◎メール配信機能について

都道府県陸協(郡市区陸協)から所属会員に対し、メールを配信できる機能があります。
一括配信機能もあり、属性ごとにメールにてお知らせすることも可能です。

その他よくある質問内容①



◎管理画面やメールでの申請通知について

会員や団体・学校からの申請が来た際、管理画面上での通知マークやメールにて申請通知が届きます。

◎都道府県(学連)登録番号について

都道府県の登録番号付与の運用は各県様々で、承認者が付与する場合と各団体で管理している場合があり、
システムでの自動採番ではなく、承認者が付与する場合と各団体で管理する形どちらもできるように準備
をしています。

具体的に、団体登録（一般/大学/高校/中学）の場合、
① 各団体で登録番号を付与して申請する
② 各団体が登録を申請し、承認者が承認する際にこの番号で入力してくださいとシステム上で連絡する
２つの方法を想定しています。

個人登録者の場合は、承認者が入力する方法となります。

◎二重登録者の登録料支払について

その他よくある質問内容②

中高生の二重登録の場合、日本陸連登録料は1回だけ(500円)の徴収となります。
学校とクラブで登録料決済をする際、一巡目・二巡目の料金メニューを設定し、選択頂く形となります。

◎登録料の振込タイミングについて

＜予定＞＊次回までに明確にします
◆ 1～10日入金：当月30日振込
◆11～20日入金：翌月10日振込
◆21～末日入金：翌月20日振込
＊土日祝日の関係で振込がずれることや、手続き上、早く着金する場合もあり

会員が決済した各団体への登録料振込について、
登録繁忙期は月２～３回で準備をしています。
※登録閑散期は月1回を予定。
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