
	 平成２8 年度	 石垣島アスリートクラブ	 入会規約 
１．石垣島アスリートクラブ指導方針  
『RUN FAST・RUN STRONG・RUN HAPPY』 

	 〜スポーツを楽しみ、目標を持ち、何事にもチャレンジする心と体を育てる〜 
２．クラス編成・指導料・指導内容  

クラス分け 対象・指導料・月謝（週練習回数) 指導内容 

ジュニアクラス 

（J クラス） 

5 歳〜6 歳 リズム運動・道具を使った神経系トレーニング・バランストレー

ニング等、発達段階に合わせ色々な動きを取り入れた練習を行

う。皆で助けあい、競い合いながらスポーツをする楽しさを学ぶ。 ¥2,500(１回/週) 

ペアクラス 

（P クラス） 

4 歳〜6 歳と保護者 親子一緒に楽しみながら体力向上、コミュニケーション向上、自

宅でも家族で一緒にできる運動を学ぶ。親子の触れ合う運動を大

切にする。 ¥2,500(１回/週) 

チャレンジクラス 

（C クラス） 

小 1〜小 2 色々なスポーツにチャレンジし、健康な体をつくり、運動の楽し

さを学び、走ることが好きになることを目的とする。集団行動の

マナー（人の話を聞く、時間を守る）も身につける。 \2500(1 回) \4000(2 回) 要相談(3 回) 

ベーシッククラス 

（B クラス） 

小 2〜小６ 陸上競技の基礎を学び、キレイな走りと健康な体づくりを目指

し、様々な練習に挑戦する。スポーツの楽しみを通して集団行動

のマナー（人の話を聞く、時間を守る）も身につける。 \2500(1 回) \4000(2 回) 要相談(3 回) 

アスリートクラス 

（A クラス） 

小４〜中３ 陸上競技の技術を学び、大会に向けて目標を定め、自分の限界に

挑戦する能力を身につける。代表選手として大きな大会に積極的

にチャレンジする。(※小 3希望者は競技力のより要相談) \2500(1 回) \4000(2 回) \5000(3 回) 

クロカンクラス(ｸﾛｶﾝ) 

土曜早朝（早朝） 

小１〜小６ 陸上競技の専門的な練習ではなく、基礎練習や体力向上を目的と

して練習を行う。 
月謝は他のクラスと同様で１回分とｶｳﾝﾄ 

トップアスリートクラス 

（T クラス） 

中１〜高３(※小学生は要相談) 陸上競技を専門的に学び、将来日本を代表とする選手として活躍

できる選手の育成を目的とする。 
(選手の能力に合わせ小学生でもクラス入会を認める場合もある) \5,000(回数制限無) 

※チャレンジクラスで週３回の練習希望の方はご相談下さい。  

３．練習日程	 （※28年度は 4月〜9月までを前期とし、後期 10月〜はクラスを再編成します） 

 
４．新入会時に必要となる経費  

入会金 ¥3,700 
入会金\2,500 

事務手数料\1,200 

チーム T シャツ 

(幼・小) ¥2,000 

入会時に購入 

大会・記録会等で着用 

保険料 

¥800(小,中) 

\1850(高) 

スポーツ安全保険 

年間掛け金 ２ヶ月分の会費  

自動引落開始手続きに

2 ヶ月ほどかかります。 

 
５．入会までの流れ  
	 	 ①体験入部・見学終了後→入会資料をお渡しします。（体験は随時受け付けしています）	

	 	 	 ☆	 体験・見学を通して入会の有無をご検討下さい。		

	 	 	 ☆	 体験は１回とさせて頂いております。（別のクラスを体験は可能です）	

	 	 	 ☆	 体験時の、ケガについての保証はございませんのでご了承下さい。	

	 	 ②会費自動引落の為、ゆうちょ口座をご開設、自動払込利用申込書を郵便局で受け取り	

	 	 	 記入提出して下さい。（すでにゆうちょ口座をお持ちの方は新しく作る必要はございません。）	

	 	 ③次回練習参加時に、アスリートクラブ入会届け封筒に新入会時に必要となる経費\6,500+２ヶ月分の会費	

	 	 	 を入れてスタッフまで提出して下さい。	

	 	 ④以上で入会が完了します。→新入会員の皆様へメールにて入会手続き完了のお知らせをいたします	

月 火 水 木 金 土 日 

A:17:00-19:00 クロカン A:17:00-19:00 B:17:00-18:30 B:17:00-18:30 早朝 7:30-9:00 A:15:00-17:00 T:16:00-18:00 

新谷/阿利 17:00-18:30 新谷/阿利 阿利 阿利 新谷/阿利 新谷/阿利 新谷 

 新谷  C:17:00-18:30 C17:00-18:30 J:9:30-10:30 T:16:30-19:00 
 

 
 

 藤乃 藤乃 藤乃/阿利 新谷 
 

   
 

 
P:9:30-10:30  

 

   
 

 
新谷  

 

『クラブオリジナル
グッズ』の取り扱いに
ついて	
	
商品は「スポーツショ
ップアスリート」で購
入出来ます。	
	
練習で使用するトレ
ーニングシューズ・ス
パイク等も会員特別
価格にて購入するこ
とが出来ます。	
 



６．会費、その他諸経費のお支払いについて	
	 	 ①会費・諸費用等は、ゆうちょ銀行口座からの自動引落にてお支払いいただきます。 	

	 	 ②ゆうちょ銀行に口座をお持ちでない方は、新たに口座を開設して下さい。	

	 	 ③会費等の自動引落は毎月 5日です。自動引落日に会費等の引落としが出来なかった場合はご連絡後、同月 15 日	

	 	 	 (土日祝日の場合翌営業)に再引落させていただきます。	

	 	 ④再引落も出来なかった場合は、前月分をまとめ翌月に引き落とさせて頂きます。	

	 	 ⑤自動引落しの登録には約１ヶ月かかります。入会が決まりましたらお早めに郵便局にてお手続きお願いします。	

７．練習時及び往復時のケガについて	
	 	 会員は全員必ずスポーツ安全保険に加入します。通院・入院に対して定額保険料が支払われます。 
	 	 ケガに対してはかかった医療費が全て支払われるものではありません。ケガにはご注意下さい。 
８．大会等の参加について  

☆県大会参加について 
県大会参加遠征費は各自お支払いとなります。

２泊３日程度の遠征で３万円程度です。 
夏休みの児童オリンピックはクラブのメイン

大会となっています。ぜひ皆さんご参加下さい。 
（石垣市より派遣補助金約 8,000円が支給されます） 

市内開催の大会は基本的に対象学年の会員は

全員参加となります。 
 
☆中高校生大会について 
中高校生の県大会は基本各学校単位での参加

となっています。学校引率が不可能な場合は調

整により引率も行います。 
 

９．休会・退会について  
	 休会届、退会届、変更届を前月 20 日までに必ず提出して下さい。クラブホームページの入会案内ページ下よりダウ

ンロード可能です。提出は FAX	0980-87-0898 郵送〒907-0003	石垣市字平得 189 新谷敦史まで送付下さい。もしくは

直接	クラブ事務所、またはスタッフへご提出下さい。20 日を過ぎた場合は上記の手続きは翌月扱いとなり、指導料等

が発生しますのでご了承下さい。	

☆	除名について	

◆２ヶ月以上会費の引き落としできない場合クラブ会員を除名させていただきます。口座残高にご注意下さい。	

☆	返金について	

◆入会金・事務手数料等はお返しできませんので、予めご了承下さい。	

◆20 日以降に退会届を提出された場合は、練習への参加の有無にかかわらず、翌月分は引き落とさせて頂きます。	

ご注意下さい。 例:	7 月 20 日に退会届を提出された場合	→	8 月から指導料引き落とし中止。7月 21 日に退会届を提

出された場合	→	8 月分の指導料は引き落とされます。	

◆休会されている場合でも、事務手数料、保険料等は発生しております。	

◆再入会について、１年以内の再入会は入会金を頂きません。１年以上たってからの再入会は入会金をいただきます。	

１０．肖像権について	
	 クラブ活動にあたり、練習や活動の様子をブログや facebook 等で写真で紹介しています	

	 (1)練習中、活動中に監督、コーチ等により撮影された練習風景の写真がホームページ、ブログ等に掲載されます。	

	 (2)競技会主催者が認めた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開される

ことがあります。	

	 (3)認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放映されることがあります。また、ＤＶＤ等に編集され、

配布されることがあります。	

	

石垣島アスリートクラブ	
代表	 新谷敦史	

日程 大会名（略称） 開催地 対象 

５月中旬 日清カップ八重山予選 石垣市 小学４年生以上 

７月初旬 日清カップ沖縄県予選 沖縄本島 小学４年生以上 

６月下旬 通信陸上 沖縄本島 中学生 

７月下旬 児童オリンピック 沖縄本島 小学生全学年 

８月下旬 日清カップ全国大会 横浜 県予選優勝者 

８月下旬 ジュニアオリンピック 沖縄本島 中学生 

10 月下旬 ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅｶｯﾌﾟ駅伝大会 国頭村 小学４年生以上 

10 月下旬 ジュニアオリンピック全国大会 横浜 中学生 

11 月中旬 秋季記録会 沖縄本島 小・中・高・一般 

不定期 アスリート記録会 石垣市 クラブ会員 

２月〜３月 石垣島ジュニア陸上教室 石垣市 クラブ会員&一般 

毎月第２土 八重山ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ月例記録会 石垣市 小・中・高・一般 


