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■概要
審判員C級制度の導入・普及に向けて、現状の実態把握と課題などを確認するために、
高校生を中心とするC級対象者へアンケートを実施。

■対象 高校生など

■期間 7月16日（木）～31日（金）

■回答方法 Googleフォームでの収集

■回答数 全1,007件

■告知 SNS（Twitter、Instagram）を活用し募集協力依頼の告知を実施。



【１．性別】

【２．学年】

【３．都道府県】

女子 307

男子 696

無回答 4

合計 1,007

1年生 223

2年生 341

3年生 429

その他 14

合計 1,007

北海道・東北 124

関東 279

北信越 71

東海 136

近畿 204

中四国 98

九州 95

合計 1,007



【４．所属】
部活動またはクラブへ所属していますか？ ※複数回答可

【５．補助員経験】
陸上大会の補助員として大会運営に関わったことがありますか？

陸上部 969
陸上クラブ 46
陸上部以外の運動部、クラブ 8
文化部 8

無所属 14
1,045

経験あり（T&F・マラソン両方） 245

経験あり（T&Fのみ） 594

経験あり（マラソンのみ） 25

経験なし 143

合計 1,007



【６．補助員経験】
大会補助員をまたやりたいですか？ ※補助員経験のある方のみご回答ください。

【７．補助員経験】
できればやりたくない理由は何ですか？ ※前問でできればやりたくないと答えた方のみご回答ください。

～その他の主な内容～
・自分のミスにより競技に支障がでるかもしれない、失敗が怖い
・仕事が多い、体力を消耗する
・知っていることが当然のように怒鳴られる、偉そうな態度で指示される
・部署により負担が異なり違和感がある
・エントリー料を支払っているのに補助員させられるのはおかしい

是非協力したい 396

機会があれば協力したい 416

できればやりたくない 127

合計 939



【８．審判への興味関心】
陸上の審判（競技役員）に興味がありますか？

【９．審判への興味関心】
将来、陸上大会の審判（競技役員）をやってみたいですか？

とても興味がある 467
少し興味がある 355
あまり興味はない 185

合計 1,007

是非やってみたい 259
機会があればやってみたい 465
あまり興味はない 93
好きな大会であればやってみたい 114

やりたいとは思わない 76
合計 1,007



【10．審判部署への興味関心】
やってみたい審判（競技役員）の担当部署は、ありますか？ ※複数回答可

【11．審判のイメージ】
陸上の審判（競技役員）のイメージを教えてください。 ※複数回答可

～その他～
・競歩審判
・競技者
・監察
・光波計測
・周回（鐘を鳴らす）
・映像
・運営本部
・手話



【12．ルールブックの認知度】
陸上競技ルールブックを読んだことがありますか？

【13．大会運営（意見交換）への参加意欲】
将来の陸上大会の運営について、意見交換や議論する場があったら参加してみたいですか？

普段から読み込んでいる 17

読んだことがある 199

見たことがある 426

読んだことも見たこともない 365

合計 1,007

是非参加してみたい 246
少し興味がある 520
あまり興味はない 241

合計 1,007



【14．大会運営（補助員制度）への参加意欲】
もし、陸上の全国大会などで、高校生補助員として関わることのできる制度があったら参加してみたいですか？

【15．自由記述】
その他、その他、陸上の審判や大会運営についてご意見ご要望等ございましたら、ご自由にお書きください。

是非参加してみたい 536
参加条件により検討してみたい 394
あまり興味はない 77

合計 1,007

感謝・労い

35%

態度

13%
大会運営

10%

競技規則

10%

日当 3%

希望 8%

提案・配慮

15%

その他

6%

ネガティブ ポジティブ
合計感謝 態度 運営 規則 日当 希望 提案 その他

68件 25件 20件 20件 5件 15件 28件 11件 192件



【15．自由記述】
その他、その他、陸上の審判や大会運営についてご意見ご要望等ございましたら、ご自由にお書きください。
※一部抜粋

感謝・労い

いつも私達が十分なパフォーマンスをする場を作ってくださり、また大会を支えてくださり本当にありがとうございます。

競技役員の方々がいないと大会は成り立っていないと思うのでとても感謝の気持ちでいっぱいです！
コロナの中大変ですが大会が始まり次第お互い頑張りましょう！
競技役員の方々のことも忘れずに自分の競技頑張ります！

毎大会ご苦労様です。僕たち選手は大会のあるおかげで試合ができ、審判員の皆様がいるおかげで秩序が保たれ公平に試合ができています。これからもよろしくお願いしま
す。

これまでの陸上人生でたくさん支えてくださった大会運営スタッフ方々に本当に感謝しています。補助員として参加している時も沢山声をかけてくださり、色々話していく
うちに自分の競技に繋がる大事な話だったりしてそれが自分の試合に活かす事もできました。これからは、自分も支える側として頑張りってみたいと感じています。

いつも大会が円滑に進むように工夫を凝らして大会運営をして頂きありがとうございます！

私たちが陸上に青春を捧げれるのは、大会審判の皆様のおかげだと、補助員をして分かりました。

態度

面倒くさそうにする審判も居て、とても不愉快である。

軽い気持ちなどで、自分たちの競技を審判してほしくないです。

召集場で、たまに怖い審判がいるのでリラックスできないときがある。

地元勢を贔屓する審判はやめて欲しい。

新しく入った部員や選手が1回目の記録会や競技会に参加するときに役員の方は『ルールを知ってて当たり前。知らない奴は、やるな。』というような口調で選手を責めて
いる場面を見たことがあります。

出発係の方がサングラスをしていると怖く感じる。

審判員の態度が悪いし、理不尽に怒られる

大会運営

年配の方が幅を利かせているようでは、若い人が陸上の運営に携わることはないと思います。

大人の盗撮をどうにかして欲しいと思います。自分は男なので撮られませんが、盗撮している人を見ると不快になります。僕達はフォーム確認のために撮りたいのに、撮影
禁止にされると本当に困ります。僕達はスマホで盗撮する人はかなりいいカメラなので勝てません。どうにかしてください。

審判の高齢化が凄く、招集などで声が聞こえない場合がある。

サブトラックの解放などでしっかりアップができる環境が欲しいです。

審判によって、言うことが違う時があるので、せめて大会ごとに統一してほしい。

年齢層が高すぎると思う。30～50代の方々が活躍出来ないと思う。

人間だから仕方ない事としても、レッドカードとグリーンカード基準が人によって違う。誰が見てもグリーンなのにレッドを喰らった大きい大会は人生を左右するレベル。
従うしかないのはパワハラだと思っております。
基準をしっかり守り、統一する事を徹底して頂きたいと思っております。

スターターの方に多いのですが、強い選手の時には急がせることはないのですが強くない選手には早くスタート位置に戻るよう急かして来るので正直迷惑です。どちらかに
統一するか少し余裕を下さい！

年配の方々は辛そうです。特に最終コールなど大きな声を出す必要があると思います。

ボランティアでも、大会ルールを熟知して選手ファーストで運営出来るようにして貰えると良いと思います。

競技規則

地域ごとのローカルルールや年配の方の古いやり方をどうにかしてほしい

地方大会だからといって公正な審査をしないのはどうかと思う。不当な審査によって選手の将来が変わってしまうかもしれない。
いろいろな箇所で写真判定を導入するべき。

静止ししてないうちにスターターがスタートをしてしまう時が多々ある

学生レベルの大会だと、審判による見落とし見逃しが大会で多々あり、それにより選手が不満に思うことがあります。

跳躍(幅跳び)の踏み切りは電子式審判・計測を導入してもらいたい。黙視は古いかな…と思う。公平感がない。

スターターの方によるピストルを鳴らすタイミングの違いを少なくしてほしいです

スタートの電子音がもっとハッキリしたものになれば選手側がスタートよりしやすいんじゃないかと思います。
実際高校から電子音に変わって、すこし聞き取りづらいというか、前の音の方が切り替えやすかったっていうのが自分の本音です。そう思ってる選手や観客の人は少なから
ずいると思います！もし電子音がもっと改良できるならぜひしてほしいです！



【15．自由記述】
その他、その他、陸上の審判や大会運営についてご意見ご要望等ございましたら、ご自由にお書きください。
※一部抜粋

希望

審判をされている方々についてや、何故審判をやっているのか等、実際に携わっている方々の声や考えを知ることができる機会がほしいです。

陸上をやっているものとして大会の運営をやってくださっている人たちの苦労を実際に体験し感じてみたいと思います。

高校生だけで運営する大会をやってみたいです。
競技をするだけではなく裏で働いている人がいるから競技会が成り立っていることを感じてみたいと思ったからです。
もちろん選手として出たい人はそのまま出て、審判の仕事をやってみたいと思っている人も少なくないと思います。
学生が競技会を運営することでとてもいい経験になるし、陸上競技にもっと興味が湧いたり、達成感を得たりとたくさんのいいことがあると思います。
今、このようなご時世ですが落ち着いてきたら経験してみたいです。

もっと、高校生が、陸上大会の運営に関われる場を設けて欲しい！

僕からの要望はいま、陸上の審判員が少ないと話題になっていますが、今は、引退したとしても、一度でも補助員をやった事がある人に限り、ホームページなどで募
集するのもありなのかなと思います。
急に当日説明ではなく一回集まりをしたほうが連携も取りやすいと思います。
一度引退した人でも、気軽に参加できる競技会を作ってもらえたらと思います！！

自分は将来看護師になりたいと思っています。陸上の審判員の資格も取り、メディカルなどもやってみたいです！

責任重大でやりがいがありそう
全国標準記録とか大会記録とかが出る時に関われたら、すごく楽しそう!!

日当

審判をボランティアのやる気に頼るのではなく、日当を支払うなど審判のあり方そのものを変えるべきだと思う。

日当を上げて若い世代の方々に遣り甲斐を持たせてやると良いと思う

大会毎の収支詳細についてしっかりと説明した後、補助員の待遇についてしっかりと見直していただきたい。
基本的にボランティアと言う事は理解できるが、ボランティアとして扱われている気がしない。

提案・配慮

陸上審判者を若い世代に勧め、審判講習を増やすべきである。

エンターテイメント性を向上させると走る方も見る方も面白いと思います。

積極的に補助員に参加している高校生に補助員だけでなく、審判もできる制度や環境を整えてほしいです。

国内で行われる主要な全国大会や国際大会の補助員を、現地の高校生だけでなく、応募枠として全国から希望者の募集をかければ、将来審判をやりたい人たちや補助
員に意欲的な人たちが集まり質の高い大会運営もできるのではないでしょうか。

もう少し審判さんの負担を減らしてあげてほしい

審判できる年齢を下げて欲しい

要望としては、人それぞれですが、フェアプレーのように日々役員の方への対応ガイドラインや年度始めにルールをまとめたPDFなどを発信して欲しいです。

大会のとき、陸上関係者以外のお客さんがとても少ないです。
もっと陸上を身近な（欧米みたいな）感じにする様にもっと一般へアピールした方がいいと思います。特に日本選手権とかで100mを見たら帰るお客さんが多く、悲し
くかんじます。だから受付とかでパンフレットとかを配って競技を楽しむポイントとか書いたり注目の選手とかを書くといいと思います。
とにかく集客をして陸上の価値（？）を上げていって欲しいです。

陸上審判者を若い世代に勧め、審判講習を増やすべきである。

審判の育成強化をもっとしてほしいです。
それが出来ないなら学生レベルの大会でも機械の導入を進めて少しでも誤審や見落としを防いでフェアな状況をつくるべきだと思います。審判の育成強化か機械導入
にはお金がかかるという意見もあるとは思いますが、結局はお金などをかけて行わなければ陸上もそれ以外のスポーツも学生レベルだと今後もずっと誤審、見落とし
がありフェアではないと思うので是非その問題を改善してほしいと思います。

じいちゃんばあちゃんとかが試合を家でも見れるように何らかの形で放送して欲しいです。

その他

資格や経験がどのくらい必要なのか知りたいです。

国際試合やオリンピックの審判になるにはどれぐらい難しいのか知りたい

今回のアンケートで全国からいろいろな意見が集まると思います。
この意見から競技人口も増え、「審判の資格もも取ってみたい！！」というようななんらかの取り組みが陸協から、発せられたら自分は嬉しいです。いい報告を待っ
ています！

全国レベルの大会で補助員させていただいて、トップ選手を間近で見れたら、他の学校にはできない経験が出来ていい経験が出来てます。


