２０１９年度 大阪陸協審判講習会及びＡＥＤ講習会について
（日程表の他、登録・諸注意も必ずお読み下さい）

【１】審判講習会
＜日程表＞
日 程
大 会 名
（受付時間）
４月１４日（日）
一般(①新規 ②継続 ③移籍）
第２回大阪陸上競技記録会
(AM7:50－8:20)
４月２８日（日）
関西学連登録の学生のみ
大阪陸上競技カーニバル
(AM8:00－8:30)
６月８日（土） 第４回大阪陸上競技記録会
一般(①新規 ②継続 ③移籍）
(AM8:00－8:30)
(中学生)
６月３０日（日）
関西学連登録の学生のみ
大阪実業団対抗陸上
(AM8:00－8:30)
対

第１回
第２回
第３回
第４回

象

場 所
ヤンマーフィールド長居

ヤンマーフィールド長居

万博記念競技場
ヤンマーフィールド長居

＜登 録＞
１．講習会受講までに大阪陸協で個人または団体の登録をすませ､登録番号を取得しておいて下さい｡
２．登録は必ず毎年行って下さい。特別な理由がなく登録をされない方は公認審判員の資格が消滅します。
もし、1 年以上登録されなければ、それまでの資格及び審判実績は消滅し、再度新規の受講をしなけ
ればならないこともあります。
また、昇格審査時(B 級から A 級、A 級から S 級への昇格)には過去の登録実績が必要です。
３．問い合わせ先（大阪陸上競技協会 電話 ０６－６６９７－８８９９）

＜諸注意＞
１．新規：本年度初めて公認審判員の資格を取得される方
① 上記日程表の第１回または、第３回の講習会にご参加下さい。
② 準備物（ア～ウの１つでも不足の場合は受講できません）
ア：受講費用（４,２００円：ルールブック・審判員証・審判員バッジ・審判員手帳等の代金）
イ：証明用写真（３ｃｍ×４ｃｍ）：２枚
ウ：大阪陸協登録証または登録番号
エ：公認審判員個人票（当日受付で配布します）
オ：筆記用具
③昼食は各自でご用意ください。

２．継続：２０１８年度以前に公認審判員の資格を取得された方（学生審判員は除く）
① 上記日程表の第１回または、第３回の講習会に必ずご参加下さい。
② 年１回の審判講習会参加が義務付けられています。
③ 準備物
ア：審判員手帳(登録番号を記入しておくこと)
イ：審判員証
ウ：筆記用具

３．移籍：次の項目に該当される方
○他府県で審判資格を取得され、本年度から大阪陸協で登録し審判員を希望される方。
○２０１８年度に大学を卒業され学生審判資格を取得されている方で、本年度大阪陸協
に登録し審判員を希望される方。
○すでに大学を卒業されている方で、大阪陸協に登録はしているが学生審判員から大阪陸
協登録審判員に切りかえていない(審判手帳の写真横の審判員登録番号が訂正されていない)方。
① 上記日程表の第１回または、第３回の講習会にご参加下さい。
② 年１回の審判講習会参加が義務付けられています。
③ 準備物

ア：審判員手帳(氏名・生年月日・住所・大阪陸協登録番号を記入しておいて下さい)
イ：審判員証
ウ：受講費用 １３００円(審判員証・審判員ホルダー・審判員証バーコード設定費)
エ：証明用写真（３ｃｍ×４ｃｍ）：１枚
オ：公認審判員個人票（当日受付で配布します）
カ：筆記用具
④昼食は各自でご用意ください

【２】ＡＥＤ講習会
標記記載の通りＡＥＤ講習会を下記大会で実施します。是非受講していただきますようお願いしま
す。

＜日程表＞
大 会 名
第１回

第２回大阪陸上競技記録会
（第１回審判講習会）

第２回 大阪陸協加入クラブ対抗

日 程
４月１４日(日)

場 所

備 考

ヤンマーフィールド長居 講習場所・時間

は当日審判打ち
合わせ時に連絡
９月２３日(祝・月) ヤンマーフィールド長居 します。

※１：講習内容は、AED の使用の方法と心臓マッサージの実技です。
※２：AED の数やドクターの人数により、講習会の参加人数を制限することがあります。

公認審判員各位
年

月

公益財団法人日本陸上競技連盟

公認審判員用服装の販売に関するご案内

平素は、日本陸上競技界発展のため格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
日本陸上競技連盟は、青山商事株式会社と

年

月よりオフィシャルスポンサー

契約を締結しており、青山商事からは、オフィシャルスーツサプライヤーとして、世界
選手権、

世界選手権における日本代表選手、役員のオフィシャルスーツをご提供

いただいております。
昨年に引き続き、今年も公認審判員の皆様には、審判ハンドブックにございます ６．
公認審判員の服装と態度 に準拠した服装、ネクタイ、スカーフについても、青山商事
の全面協力の下、お手頃価格でお買い求めいただけます。
審判講習会などを通じて、審判員の皆様にお伝えいただくとともに、大規模競技会など
のために服装の統一をご検討される場合には是非ご活用いただきたく、よろしくお願いい
たします。

〈青山商事株式会社〉
青山商事はスーツ販売数世界№ を誇り、業界で唯一全国に出店している業界一位の企業。
「洋服の青山」
「

」
「

」といったショップ

を展開。ラグビー日本代表チームや福岡ソフトバンクホークスを始めとした団体・チーム
に「オフィシャルチームスーツ」
「スーツサプライヤー」として、スーツやシャツ、ネクタ
イなどを提供、サポートしています。
‐スーツ関するお問い合わせ‐
青山商事株式会社

東京本部

法人部

受付時間

：後藤、馬屋原 うまやはら
：

～

：

土日祝除く

‐企画内容、取組みに関するお問い合わせ‐
公益財団法人日本陸上競技連盟
：

事業部：望月、肥田埜、三宅

（受付時間：

～

）

【公認審判員用商品】
※ご購入の際は別紙「サイズ申請書兼注文書」をお近くの洋服の青山へご持参ください。(店舗にて採寸・ご購入いただけます)

※採寸・ご購入期間は年2回ございます。 1回目：2019年4月8日(月)～5月19日(日)、2回目：2019年9月2日(月)～10月14日(月祝)
※商品の納期は右記を予定しています。 1回目：2019年9月2日(月)以降、2回目：2020年1月27日(月)以降
※各種会員カード特典、クーポン券及び、セットセールとの併用は出来ません。
※お直し料金は別途頂戴致します。
●ブレザー（男女）

・シングル2つボタン
・素材/毛100%
・オールシーズンタイプ
・女性は同素材、別型紙
・男女12,000円(税抜)

●ネクタイ（男性）
・JAAFロゴ入りオリジナル作成
・ブルーとエンジの2本セット販売
・素材/シルク100％
・4,000円(税抜)[2本セット]

●スラックス（男女）※写真はイメージ

・ワンタックスタイル
・素材/毛50%,ポリエステル50%
・ウォッシャブル素材
・形状記憶プリーツ
・オールシーズンタイプ
・女性は同素材、別型紙
・男女7,000円(税抜)
●スカーフ（女性）
・JAAFロゴ入りオリジナル作成
・ブルーとエンジの2枚セット販売
・素材/シルク100％
・5,000円(税抜)[2枚セット]

(採寸・ご購入店舗にてお引き取りをお願い致します。)

●ワイシャツ（男性）

・ノンアイロン加工
・素材/綿100%
・レギュラーカラー
・長袖
・4,100円(税抜)

●ブラウス（女性）

・ノンアイロン加工
・素材/綿100%
・スキッパーカラー
・長袖
・3,100円(税抜)

●ブレザー用エンブレム（男女）
・JAAFロゴ入りオリジナル作成
・ピンタック式(ワンタッチタイプ)
・3,800円(税抜)

●ブレザー用ボタンセット(男女)
・JAAFロゴ入りオリジナル作成
・フロントボタン2個、袖ボタン6個
・1,100円(税抜)

※店舗にて別途1,600円(税込)で取り付けも可能です。（1個200円×8個）
※一式購入時価格（各アイテム1点・1セット購入時）
男女ともに32,000円（税抜）

ネクタイ/スカーフ：紺

ネクタイ/スカーフ：赤

日本陸上競技連盟 公認審判員 様 は下記太枠内のみご記入ください。

サイズ申請書 兼 注文書
①2019年4月8日(月)～5月19日(日) ②2019年9月2日(月)～10月14日(月祝)

採寸期間
採寸日

年

男

性別

月

・

氏名

日

女

フリガナ

ご連絡先お電話番号

様

＜洋服の青山 店舗スタッフへ＞
● 男性：ブレザー(STUART KENT紺無地：S3500-1)/スラックスはREGALワンタックで採寸(グレー無地、女性と同生地オリジナル品)
ワイシャツ(サビルロウレギュラー白無地：MAX100)/ネクタイ(オリジナル品)/エンブレム(オリジナル品)/ボタン(オリジナル品)
● 女性：ブレザーはI.M.G.N定番品で採寸(STUART KENT生地、I.M.G.N型紙オリジナル品)
スラックスはI.M.G.N定番品で採寸(グレー無地、男性と同生地オリジナル品)
ブラウス(n♥lineプレシャス、スキッパー白無地：NMAX701-10)/スカーフ(オリジナル品)/エンブレム(オリジナル品)/ボタン(オリジナル品)
※男性ジャケットは既製品につき、YA体は対応できません。
※I.M.G.N定番は新品番(GJ161900、GP161900)となります。旧品番のみの在庫店舗はご注意ください。
※補正賃(ネーム、裾直し、ボタン付け等)は、別途いただいてください。
※審判員様への納期は①2019年9月2日～②2020年1月27日～を予定しています。店舗へ納品後、お引き取りとなります。
※購入数は審判員様の任意です。注文数の記載を漏れなくお願い致します。

※下記、ヌード寸法は必要な場合のみ記入
ジャケット 男女12,000円(税抜)
〈サイズ〉

〈注文数〉

例：A6体、9号

着

スラックス 男女7,000円(税抜)
〈サイズ〉

例：82cm、9号

本
＜股下＞

cm

＜補正＞

男性ワイシャツ 4,100円(税抜)・女性ブラウス 3,100円(税抜)

〈サイズ〉

〈注文数〉

例：39-82、9号

枚
男性ネクタイ 4,000円(税抜)・女性スカーフ 5,000円(税抜) ※セット価格

〈注文数〉

※ブルーとエンジの2本セット販売のため、

セット

ヌード寸法

身長

<補正>

〈注文数〉

名称

本数でなく、セット数の記載をお願い致します。

肩幅

胸囲

ウエスト

ヒップ

ネック

裄丈

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

上腕
（利き腕で力コブの状態）

cm

太もも

エンブレム 男女3,800円(税抜)

（太い方のもも周り）

cm

〈注文数〉
個
採寸店舗ＣＤ、店名、採寸担当者名
ボタン 男女1,100円(税抜) ※セット価格
〈注文数〉

※フロント釦2つ、袖釦6つの計8つで1セット。

セット セット数の記載をお願い致します。
洋服の青山各店店長宛
日本陸連公認審判員様が本紙をご持参の上、採寸にご来店されます。
対応は店長（不在時は次席者）が実施すること。
※但し、女性が来店の場合は女性スタッフが対応
採寸後は即日、①指定フォーマットに入力し、本社法人部までメール、
②記入済み申請書はコピーをとり東京本部法人部（＊71982）へFAX、原本はお客様にお返し、コピーは店舗保管。
①、②のどちらも実施すること。
【問合せ先】
東京本部 法人部 後藤・馬屋原
代表 TEL番号（＊31975）

