
・平成27年度長期在籍者（20年連続、30年連続登録者）表彰伝達

横田俊泰（３０年）、大城忠泰（２０年）の２氏が金森会長より表彰伝達を受け、

両氏が謝辞を述べた。（猪島裕永(30年)浜岡次郎(20年)、木下隆行(20年)の3氏が欠席）

・全日本駅伝エルダーＡチームの元気とやまスポーツ賞受賞が披露された

１．開会通告 ３時１０分　大懸理事長が開会を通告する

２．会長挨拶 金森会長が挨拶を行う

３．議長選出 連盟規約第7条3項の定めにより会長が議長に選出された

４．議案審議 議案審議に先立ち定足数の確認が行われた

２９年度登録者数 １７１名　出席者 ２８名　委任状提出者７４名で総会成立

１号議案　平成29年度事業報告承認の件

大懸理事長が事業報告を行う（資料中の誤記訂正を１点行う）

２号議案　平成29年度決算報告承認の件

野尻理事（会計）が決算報告を行う

同上監査報告

その後、１号議案、２号議案が一括採決され原案通り承認された

３号議案　日本陸連へ会員全員登録の件

大懸理事長が全員陸連登録に至った経緯を説明し、承認された

４号議案　平成30年度事業計画案承認の件

大懸理事長が事業計画案を提案説明した（資料中の誤記訂正を4点行う）

５号議案　平成30年度予算案承認の件

大懸理事長が予算案を提案説明した

４号議案、５号議案が一括採決され原案通り承認された

６号議案　規約変更の件

大懸理事長より規約変更案が提案説明され、原案通り承認された

７号議案　役員改選の件

大懸理事長より役員改選案が提案説明され、原案通り承認された

その他

ねんりんピック富山大会マラソンの選手選考について資料に基づき説明された

新年度第1回目の中長距離記録会・三世代交流陸上競技教室の要項を検討した

５．議長降壇 ４時４０分全ての議案審議を終え金森議長が降壇する

６．閉会の辞 柳瀬副会長が閉会の辞を述べる

７．閉会通告 ４時４２分　大懸理事長が閉会を通告する

監事を代表し横田監事が関係諸帳簿の記載および会計処理が正確且つ適正に
行われていたことを報告した

総　会　次　第

富山マスターズ陸上競技連盟平成２９年度通常総会議事録

日　時　　平成３０年２月２５日（日）　
午後　３時00分～

場　所　　富山地鉄ホテル

財産目録について物品についても記載すべきとの意見が出、次年度以降対処
することとした



　　　　　　　　　　　　　　　　
○　会議

会　議　名 期　日 場　　　所

平成28年度総会 H29_2月18日 富山地鉄ホテル

第１回役員会 3月27日 県総合体育センター

第2回役員会 12月3日 滑川市民交流プラザ

第3回役員会 H30_1月22日 県総合体育センター

第１回理事会 5月22日 県総合体育センター

第2回理事会 8月28日 県総合体育センター

○　関係団体会議・会合

会　議　名 期　日 開　催　地 出　席　者

北陸マスターズ陸上競技連盟役員会 3月4日 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝ柏崎 金森､大懸、石倉

富山陸協理事会 5月13日 県総合陸上競技場 大懸､金森（高岡市陸協)

富山陸協臨時理事会 8月7日 県総合陸上競技場 金森（高岡市陸協)

富山陸協日程会議 11月11日 県総合陸上競技場 大懸､金森（高岡市陸協)

富山陸協理事会 H30_１月28日 ﾎﾃﾙ ｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ富山 大懸､金森（高岡市陸協)

（公社）日本マ陸上競技連合第25回通常総会 6月10日 東京 金森(委任状)

県スポレク祭実行委員会 （３回） ｱｵｲｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ,県総合体育ｾﾝﾀｰ 大懸 

生涯スポーツ事務担当者会議 4月6日 県総合体育ｾﾝﾀｰ 大懸 

生涯スポーツ常任理事会 4月18日 ｱｵｲｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ 大懸 

生涯スポーツ理事会･懇親会 4月24日 電気ビル 金森･田中･柳瀬･大懸･石倉･野尻

生涯スポーツとやま広報委員会 ４回開催 アオイスポーツハウス 野尻

　　　 　○　主催・主管事業

事業名 期　日

　第26回スポレク祭マスターズ陸上競技 5月7日 城光寺陸上競技場
  兼 第13回富山マスターズ春季陸上競技大会
  兼 ねんりんピック秋田大会富山県選考会

112名参加〔男子96名､女子16名〕〔県内91名､県外21名〕

第36回富山マスターズ陸上競技 8月20日 五福陸上競技場

　　　　　　　　　　      　　　選手権大会

第33～35回三世代交流陸上競技教室

参加者延べ408名

ミドルとシニアのためのスロージョグ教室 11月4日 富山県総合福祉会館１Ｆ 講師：田中寿美子

(いきいき長寿ｾﾝﾀｰから受託) 参加者 15名

第3回富山ﾏｽﾀｰｽﾞ中長距離記録会 6月25日

兼 全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ駅伝富山県選考会

第4回富山ﾏｽﾀｰｽﾞ中長距離記録会 9月23日

兼 全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ駅伝富山県練習会

第5回富山ﾏｽﾀｰｽﾞ中長距離記録会 12月3日

○　情報活動

ホームページ随時更新　　　平成16年12月～　　　ｱｸｾｽ数:175,396(1/8現在)　「富山マスターズ陸上競技連盟」http://t-mastertf.com/

○　監査

定例監査 H30_1月22日 県総合体育センター 横田､岸

○　参加事業

第34回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 9月3日 十日町市陸上競技場

ねんりんピック秋田大会マラソン 9月10日 秋田県鹿角市 ５名参加

第30回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝競走大
会

H29_10月1日

第38回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
10月27日

      ～10月29日
紀三井寺公園陸上競技場
(和歌山県)

立５段跳 M45 1位 氷見和人（日本新）

※これらの記録の詳細はホームページ『富山マスターズ陸上競技連盟』 (http://t-mastertf.com/)に掲載しています

滋賀県希望が丘文化公園陸上競技場Ｓ･Ｇ特設コース
エルダーの部 富山Aﾁｰﾑ 第三位入賞

(33回)桃山 (34回)城光寺 (35回）五福

城光寺陸上競技場

参加者 30名

１号議案

155名参加(県内99名､県外56名)
三世代交流競技実施（２種目:91名参加)

4月23日､6月25日
､9月18日

滑川市スポーツ・健康の森公園　陸上競技場

参加者 45名

参加者 22名

滑川市スポーツ・健康の森公園　陸上競技場

平成２９年度事業報告

開　催　地  等



項目 予算額 内訳 決算額

前年度繰越金 785,003 785,003

年会費 770,000 正副会長（3名）50,000

一般会員（170名内前年度2名）×4000　680,000

一時登録料（22名）×1,500　33,000 763,000

入会金 40,000 入会者10名×2,000　 20,000

参加料一般（150名）460,000

陸上教室（93名）61,000

広告料　80,000 601,000

県生涯スポ　97,000　いきいき長寿財団　120,000

参加料（112名）331,000　弁当売却　500 548,500

補助金 215,000 生涯スポーツ協議会 215,000

陸上教室・ねんりんジョギング 別紙参照 14,321

中・長距離記録会 別紙参照 42,410

雑収入 345 利息　 7

合計 2,940,348 2,989,241

項目 予算額 内訳 決算額

日本マスターズ連合登録料 274,500 195名×1,500（28年度追加11名含む） 292,500

会合費 100,000 役員会・理事会 79,835

通信・印刷費 150,000 郵便切手等　76,860

　　 コピー・印刷代　63,320

　　 送金手数料　4,804 144,984

県選手権大会 600,000 大会運営費 566,731

県スポレク祭陸上 400,000 大会運営費 307,982

情報活動費 40,000 広報誌コピー代 0

陸上教室等事業費 100,000 別紙参照 0

総会補助金 80,000 28年度総会補助 79,000

旅費および対外活動費 120,000 生涯スポーツ協議会　21,000

日マ代表役員会　36,000

北陸マ役員会　45,000

富山陸協役員会費　5,000

県スポーツフェスタ開会式　6,000 113,000

事務消耗品・備品 50,000 事務用品等　7,294

連盟用封筒　32,400 39,694
120,000 北陸マスターズ連盟　50,000

日本マスターズ連合　20,000

富山陸協（分担金及び役員会費）20,000

県スポレク祭　30,000 120,000

大会助成金 130,000 全日本マ選手権リレー参加料　10,000

北陸マ選手権リレー参加料　　0

全日本マ駅伝（29年度助成金）　100,000

ねんりんピック　22,000 132,000

負担金 175,000 生涯スポーツ協議会　175,000 175,000

４０周年記念事業積立金 50,000 29年度積立金特別会計へ 50,000

雑費 50,000 日マ記録集　3,000　ルール・ハンドブック　3,672

ナンバーカード補充　2,662
福井マスターズ30周年祝酒　3,592
香典など（岡崎さん）13,153

腰ナンバーカード　19,440 45,519

予備費 500,848 全日本マスターズ駅伝大会補助　53,162

賞状印刷代　37,800 90,962

次年度繰越金 752,034

合計 2,940,348 2,989,241

分担金・会費

支出の部

２号議案
平成２９年度一般会計決算報告書　

平成３０年1月31日現在

収入の部

県選手権大会 620,000

県スポレク祭陸上 510,000
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項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 745,959 ランニングシャツ 70,686
ハンマー・やり・砲丸 195,534

利息 7 次年度繰越金 479,746

合計 745,966 合計 745,966

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 250,000
一般会計より29年度積立金 50,000 次年度繰越金 300,000

合計 300,000 合計 300,000

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 109,411 第29・30回大会参加料他 259,509
一般会計より助成金（29年度分） 100,000 　〃　ホテル代他 509,868
第29・30回日マより大会助成金 168,000 　〃　バス代一式 563,396
第29・30回大会参加選手参加料 902,200
予備費より補助 53,162

合計 1,332,773 合計 1,332,773

項目 金額 項目 金額
第33回～35回陸上教室参加料 112,300 講師謝金（延べ16名） 32,000
県社協より助成金（28年度分） 50,000 役員謝金（延べ56名） 56,000
県社協より助成金（29年度分） 50,000 ジョギング教室講師料他 33,366

競技場使用料 27,660
傷害保険料 21,750
送金手数料他諸費 27,203
残金一般会計繰入 14,321

合計 212,300 合計 212,300

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 48,752 スタッフ謝金 84,000
生涯スポーツ協議会助成金 102,000 競技場使用料 31,680
2～5回参加料 57,300 ナンバーカード他諸費 49,962

残金一般会計繰入 42,410

合計 208,052 合計 208,052

【一般会計】　
¥563,713
¥154,151

現金残 ¥34,170

（合計） ¥752,034

【特別会計】
¥779,746

【一般会計予備口座】
¥0

総合計 ¥1,531,780

平成29年度特別会計決算書　
収入 支出

４０周年記念事業積立金特別会計報告書
収入 支出

北陸銀行魚津駅前支店　　普通預金　4285401

北陸銀行大沢野支店　　　 普通預金　5041150

郵貯銀行　　　　　　　　　　　普通預金　1047334
北陸銀行魚津支店　　　　　普通預金　4088030

全日本マスターズ駅伝大会決算
収入 支出

三世代交流陸上競技教室・ねんりんジョギング教室決算
収入 支出

【スポーツライフサポート事業】中・長距離記録会
収入 支出

財　産　目　録
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マスターズ会員全員の日本陸連登録について 
１．全員登録決定までの経緯 

１）日マ連合が１９９２年４月、日本陸連の５つ目の協力団体となるに当たりマスターズ会員全員が日本

陸連に会員登録することを約束した。 
２）日マ連合が２００５年に社団法人化するに当たり日本陸連の推薦を受ける必要があり以下の約束を

して推薦を受けることとなった 
①日本陸連（都道府県陸協）への会員登録を積極的に推進すること 

②都道府県陸協との連携を更に密にとって大会を開催すること 

③３年以内に日マ連合の事務局を東京に設置すること 

３）２０１７年６月１０日の日マ連合総会において全員登録が決議された 
実施時期 ２０１８年度から促進策を実施し、２０２０年度から全員登録とする 

 

２．マスターズ主催の競技会 

①日マ連合主催の競技会：２０１８年度から陸連登録およびマスターズ登録が必要 

②地域マ連盟（北陸ﾏｽﾀｰｽﾞなど）主催の競技会：２０１８年度から陸連登録およびマスターズ登録が必要 

③都道府県マ連盟主催の競技会：２０１８年度、２０１９年度は陸連登録が猶予されるがマスターズ登録

は当然必要 

④参加者全員が陸連登録して行われる競技会は陸連公認大会となる 
 
３．陸連登録の意味 

日本陸連の会員登録には審判員登録と一般登録がありますが、そのどちらかに登録し、１１桁の『ＪＡ

ＡＦ ＩＤ．』を取得することを意味しています。必ずしも都道府県陸協の登録（選手登録）が必要なわけ

ではありません。 
 
４．富山マスターズの陸連登録状況 

２０１６年度のアンケート調査結果（１８９人中１２０人が回答）では５４名が審判登録有りと回答し

ています。選手登録のみをしている者も１０名程度あると思われるので、全くの未登録者は１００名前後

と思われる。 
 
５．北陸各県の対処状況 

①新潟：以前より全員登録実施している(登録料５００円) 

②石川：２０１８年度から全員登録実施を予定（登録料５００～１０００円で交渉中） 

③福井：２０１８年度から全員登録を決定（登録料１０００円） 

 

６．富山マスターズからの要望 

富山マスターズでは２０１８年度から全員陸連登録を考えていますが、県陸協主催大会に出場する意思

の無いマスターズ会員に従来の一般登録（陸協選手登録）を強制することはなかなか理解が得られない。 
この際ぜひ新しい仕組みを作っていただき、マスターズ会員の陸連全員登録を達成させていただきたい。 
具体的にはマスターズ大会のみに参加する会員を富山マスターズクラブとして登録する。 
※2018 年 1 月 4 日富山陸協執行部と以下の登録料で合意、陸協理事会の承認を得て決定する 
一人あたり登録料は 日本陸連登録費 100 円＋富山陸協登録費 700 円＋通信費 200 円＝1,000 円 とする。 
 

富山マスターズ陸上競技連盟 
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平成３０年度事業方針 
昨年の全日本マスターズ駅伝ではエルダーの部において富山マスターズＡチームが

みごと第三位入賞を果たしました。大変喜ばしいことです。 
全日本マスターズ選手権では氷見和人選手（M45）が立ち五段跳で日本新優勝するな

ど、活躍も見られましたがエントリーしていた 4×100m リレーでは欠場者が相次ぎ出

走なりませんでした。今年は鳥取にて大会が開催されますが、できる限りリレーチーム

を編成したいと思います。ご協力お願いします。 
一昨年より三世代交流陸上競技教室に加え中長距離記録会を企画しました。どちらも

富山マスターズ会員は参加無料となっています。より多くの参加をお願いいたします。 
昨年６月の日マ総会で会員の全員陸連登録が決議されたのを受け、当連盟でも今年度

より全員陸連登録を実施いたします。これにより当連盟主催の２大会が日本陸連公認の

競技会となります。記録も陸連ルールによるものは陸連公認記録となります。 
今年度も通常大会の一層の充実を図り、会員拡大・競技力の向上に努めます。また、

富山陸上競技協会の一員として審判員の養成を促進し、さらにボランティアスタッフの

養成を促進し当会の組織の充実を図ります。 
陸上競技に取り組む事の楽しさを共有し、互いに競い、共に励まし、個々を育むこと

を目指し平成３０年度事業を推進します。 
 

１． 主催・主管事業の実施 

２． 富山マスターズクラブによる日本陸連登録事務の実施 

３． 各種全国大会、地域大会の開催案内及び参加申込仲介・推進 

４． 会員相互の親睦を深め、信頼関係の醸成 

５． 情報の公開 

６． 陸連公認審判員の養成に協力 

７． 大会運営のボランティアスタッフの養成 

 

具体的推進施策については、以下をご参照ください。 

 

平成３０年度事業実行について 
１．事業運営について 

・ 春季大会・選手権大会の二つに加え三世代交流陸上競技教室・中長距離記録会を事

業の柱とします。いきいき長寿センターの委託事業であるウォーキング・ジョギン

グ教室も一層充実させていきます。 

・ 充実した大会運営と経費の効率化に努めます。 

・ 三世代交流陸上競技教室と中長距離記録会の充実で会員外の方との交流を促進し、

将来の会員増につなげます。会員はどちらも参加無料です。気軽に参加をお願いい

たします。 
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２．会員登録について 
・今年度よりマスターズ登録に加え日本陸連登録が義務化されます。次の方法で陸連

登録願います。 
①審判員登録：郡市陸協に加入登録 
②富山陸協競技者登録：クラブ又は個人で登録、陸協主催の大会にも出場出来ます 
③富山マスターズクラブで登録：マスターズ大会にのみ出場出来ます 

・平成２５年度よりマスターズ登録が１８才以上の男女と変更されました。若年層の会

員獲得を推進致します。 
・陸連登録の確認のため今年度より年次登録申請書を提出して頂きます。 
 

３．大会要項の送付について 
・富山マスターズ陸上競技選手権大会・県スポレク祭兼春季マスターズ大会の２大会に

ついては登録会員全員に送付いたします。 
・他のマスターズ関連大会要項については、県内大会受付にて提示または、要請に応じ

て送付いたします。返信用封筒に切手を貼付してお申し込み下さい。 
・大会要項はホームページにも掲載致します。必要に応じてプリントアウトしてご利用

ください。URL http://t-mastertf.com/ 
検索ｷｰﾜｰﾄﾞ 『富山マスターズ陸上競技連盟』 

４．情報化の推進について 
・ホームページの充実に勤め、情報化時代に即した活動の展開を図ります。より多くの

会員のご意見、情報をお寄せください。 
 
５．日本陸連公認大会でのマスターズ記録の公認について 

・ 会員登録者のマスターズ関連以外の大会での記録を公認記録（県記録・日本記録・

アジア記録・世界記録等）として受け付けます。（但し、日本陸上競技連盟の事業年

表に載ったもの（公認大会）に限ります） 
・ 必要書類を添えてお申し込みください。申請料３０００円が必要です。 

【必要書類】 
① 主催者が発行する記録証 
② 参加した種目の記録一覧表のコピー 
③ 競技会のプログラム（記録の公認申請をした種目の頁のコピーだけでよい） 

・ 日本マスターズ陸上競技連合への申請の期限は競技会終了後一ヶ月以内です。手続

き書類作成の時間を考慮して出来るだけ早く必要書類をそろえてお申し込みくださ

い。 
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４号議案

◎会議

総会 平成30年2月25日

役員会 年３回

理事会 年３回

◎関係団体会議会合

富山県生涯スポーツ協議会 年５回 理事会・大会実行委員会等

(一般財 )富山陸上競技協会 年４回 理事会・その他会議

北陸マスターズ陸上競技連盟 年１回 役員会（石川ﾏ主催／(金沢市) 2月18日）

(公社)日本マスターズ陸上競技連合 年1回 総会

◎主催・主管事業
第27回スポレク祭マスターズ陸上競技
　兼 第14回春季富山マスターズ陸上競技大会
  兼 ねんりんピック富山大会選手選考会

５月6日（日） 城光寺陸上競技場

第37回富山マスターズ陸上競技選手権大会 7月29日（日） 五福陸上競技場

（午前）中長距離記録会
（午後)三世代交流陸上競技教室

第36回:４月15日( 日 )
第37回:６月24日( 日 )
第38回:９月30日( 日 ）

五福陸上競技場
桃山陸上競技場
城光寺陸上競技場

中長距離記録会 １２月２日（日） 滑川市スポーツ健康の森公園陸上競技場

スロージョグ教室 **月**日（**） 未定

◎情報活動

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『富山マスターズ陸上競技連盟』 随時更新 URL　http://t-mastertf.com/

◎参加事業

第36回新潟マスターズ陸上競技選手権大会 6月3日(日) 柏崎市陸上競技場

2018年度石川マスターズ投てき記録会 6月3日(日) 石川県西部緑地公園陸上競技場

第36回石川マスターズ陸上競技選手権大会 6月17日（日） 金沢市営陸上競技場

第30回福井マスターズ陸上競技選手権大会 7月8日(日) 奥越ふれあい公園陸上競技場(大野市)

第24回石川マスターズ混成競技選手権大会 8月4(土)～5日（日） 石川県西部緑地公園陸上競技場

第35回北陸ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技選手権大会 ９月9日(日) 石川県西部緑地公園陸上競技場

第39回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 9月22日(土)～24日(月･祝) 鳥取県布勢陸上競技場

第31回ねんりんピック富山大会 マラソン 11月4日(日) 滑川市スポーツ健康の森公園陸上競技場(スタート･ゴール)

第31回全日本マスターズ駅伝大会 2018年11月18日(日) 愛知県

第6回全日本マスターズロードレース大会 2018年11月18日(日) 愛知県

平成３０年度事業計画



５号議案

項　　目 金　額 摘　　　　　　要
前年度繰越金 752,034

年会費 680,000 170名×4,000

会長・副会長　50,000

入会金 0 20名×0

富山マスターズ陸上競技選手権 620,000 参加料　480,000（160名)､60,000（三世代100名)

広告料　80,000

県スポレク祭陸上 510,000 県生涯スポーツ協議会　90,000

県社会福祉協議会  120,0000(予定)

参加料　300,000（100名）

補助金 215,000 県生涯スポーツ協議会　

雑収入 345

合　　　　　計 2,777,379

項　　目 金　額 摘　　　　　　要
（公社）日本マスターズ連合登録料 259,500 173名×1500

会合費 100,000 役員会・理事会

通信・印刷費 150,000 送料・切手・各種印刷

富山マスターズ陸上競技選手権 600,000 運営費

県スポレク祭陸上 400,000 運営費

情報活動費 40,000

陸上競技教室等事業費 140,000
三世代交流  60,000
中長距離記録会  80,000

総会補助金 80,000

旅費･対外活動費 120,000
日マ総会25,000  北陸ﾏ役員会30,000
生涯ｽﾎﾟｰﾂ協議会20,000  富山陸協5,000

事務消耗品・備品 50,000

分担金･会費 120,000 北陸ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連盟　50,000

日本マスターズ正会員会費　20,000

富山陸協　団体分担金・役員会費　20,000

県スポレク祭 　30,000

大会助成金 130,000 全日本マ駅伝　　100,000（参加料分含む)

全日本･北陸マ選手権 16,000(ﾘﾚｰ参加料)

ねんりんピック  12,000   その他

負担金 175,000 生涯スポーツ協議会

４０周年等記念事業費積立金 50,000 30年度分

雑費 50,000

予備費 312,879

合　　　　　計 2,777,379

平成30年度収支予算

収　入　の　部

支　出　の　部
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富山マスターズ陸上競技連盟規約 

 

第１条 本会は富山マスターズ陸上競技連盟と称する。 

 

第２条 本会は、陸上競技を通じて次のことを達成することを目的とする。 

１．会員の競技力向上と健康増進を図る。 

２．会員相互の親睦と生き甲斐を求め、健康的長寿を図る。 

３．生涯スポーツの発展に寄与する事業を行い、もって社会に貢献する。 

 

第３条 前項の目的達成のため、次の事業を行う。 

１. 年間を通しての練習会及び情報交換会。 

２. 各地陸上競技大会の紹介、参加、主催。 

３. 講習会、実技指導、経験交流、記録会。 

４. 公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合への加入と業務分担。 

５. 会員の公益財団法人日本陸上競技連盟への登録事務手続き。 

６．会の活動情報の提供。 

７．その他、会の目的達成に必要な事項。 

 

第４条  会員および会費 

１．本会は、その目的に賛同する１８歳以上の男女をもって組織する。 

２．会員は公益財団法人日本陸上競技連盟の登録会員でなければならない。 

３．会員になろうとする者は、会費年間４，０００円を納めることとする。 

４．２４歳以下の学生(日本学生陸上競技連合登録者を除く)の会費は年間２，０００円とする。 

５．会長及び副会長の年会費は別に定める。 

 

第５条  この会は次の役員を置く。 

     会 長 １名     副会長 若干名    理事長 １名 

     副理事長 若干名   理 事 若干名    監査役 若干名 

 

第６条  役員の選出・職務・任期 

１． 会長及び副会長は、理事会の推薦により総会において決定する。 

２． 会長は業務を統括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、必要があれば代行する。 

３． 理事は会員の中から選出し、理事の互選によって理事長、副理事長を決定する。 

４． 理事長は、総会の議に基づき、業務全般を執行し、副理事長はそれを補佐する。 

５． 理事会は、公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合の正会員（１名）を推薦し総会はこ

れを決定する。 



６． 役員の外に理事会の推薦により、相談役及び顧問を置く事ができる。 

７． 役員の任期は２年とする。 

 

第７条  この会に総会、理事会を置く。理事会は委任状を含め過半数の出席によって成立する。 

１．総会は毎年２月に開催し、業務、会計、方針、役員改選、規約改正等を審議決定する。 

２．理事会は、監査役を除く役員で構成し、一般業務の執行、経費の収支など、総会に対して

一切の責任を負う。 

３．総会の議長は会長が務める。 

 

第８条  この会の運営は、会費、事業に伴う収入、寄付金及び地方官庁等補助金によって 

賄われるが、その明細については、総会の承認を受けなければならない。 

  

第９条  この会の事業年度は、４月１日より翌年の３月３１日までとするが、会計期間は２月１日から翌

年の１月３１日までとし、２月１日から３月３１日までに行われる事業の会計報告は次年度の総

会で行うこととする。 

 

第 10 条  本会の本部事務局は理事長宅に置く事とする。 

      〒938-0082 富山県黒部市生地芦区２８－２  (株)大懸電機商会 内 

TEL 0765-56-8158  FAX 0765-56-8433 

E-mail   autec@t-mastertf.com 

   

 

付記  昭和 63 年 1月 18 日 一部規約改正 

    平成 2年 4月 1日 一部規約改正 

    平成 10 年 2月 22 日 一部規約改正 

    平成 13 年 2月 18 日 一部規約改正 

    平成 16 年 9月 5日 一部規約改正 

    平成 19 年 2月 25 日 一部規約改正 

    平成 26 年 2月 22 日 一部規約改正 

平成 27年 2月 22日 一部規約改正 

平成 28 年 2月 21日 一部規約改正 

平成 29 年 2月 18日 一部規約改正 

平成 30 年 2月 25日 一部規約改正 

 



７号議案

平成30･31年度富山マスターズ陸上競技連盟理事

会 長 金森　勝 

副 会 長 田中 寿美子

柳瀬 和昭

理 事 長 大懸 誠愉  【（公社）日本ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連合正会員】

副 理 事 長 石倉　勝

会 計 野尻 順子

理 事 温井 淑子

高橋　毅

杉本  仁

中井 規一

小池 義廣

木下 隆行

秋元　浩

平川 和幸

川向　誠

舟根　彰

吉井 清美 新任

数井 茂行 新任

藤田 英子 新任

監 査 役 横田 俊泰

岸　敬子

相 談 役 中西 邦康

顧 問 竹田 賢治

曽根 善一

六田  強

山地 啓司

川原田 博志 退任
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