
第１４回周南市駅伝競走大会　開催要領　　

１． 主　　催 (公財)周南市体育協会 ・ 周南市陸上競技協会

２． 主　　管 周南市陸上競技協会

３． 期　　日 ２０１７年(平成29年)１１月２３日(木・祝)

① 受 　付  (中学生男子・中学生女子・高校一般女子の部) ７時３０分～　８時１５分

 (小学生・高校一般男子の部) ７時３０分～１０時００分

② 競 　技  ９時００分～ １４時００分

③ 表彰式 各部門とも記録集計が出来次第実施

　　※受付・表彰式・競技発着は、周南市陸上競技場内で行います。

４． コ ー ス 周南市陸上競技場内発着～周南緑地公園内周回コース

※詳細は、別紙「コース図①～③」をご参照下さい。

５． 部　　門 ①小学生の部 ②中学生男子の部

③中学生女子の部 ④高校一般女子の部

⑤高校一般男子の部(一部) ⑥高校一般男子の部(二部)

６． 区間距離とスタート時刻

コース コース図②参照 コース図③参照 コース図①参照 コース図③参照

ｽﾀｰﾄ時刻

１区 ２．８ km ( 9:00) ４．０ km (10:20) １．６ km (11:40) ４．０ km (12:30)

２区 ３．２ km ( 9:09) ３．２ km (10:32) １．６ km (11:45) ３．２ km (12:41)

３区 ３．２ km ( 9:20) ３．２ km (10:42) １．６ km (11:51) ３．２ km (12:51)

４区 ３．２ km ( 9:31) ３．２ km (10:52) １．６ km (11:56) ３．２ km (13:01)

５区 ３．２ km ( 9:42) ３．２ km (11:02) １．６ km (12:02) ３．２ km (13:11)

計 １５．６ km ( 9:53) １６．８ km (11:12) ８．０ km (12:08) １６．８ km (13:21)

　※（ 　　）内はトップ通過予定時刻を示す。

７． ﾁｰﾑ編成 1) 全部門とも１チーム５名以上７名以下とする。

2) 中学生の部は、男女とも原則として学校単位とするが小規模校で人数不足の場合は、

小規模校同士との合同チームを認める。

3) 小学生の部は、男女混合の編成を認める。また、チーム編成は学校単位を問わない。

申込みは、小学校名・スポ少名・クラブ名の何れでも良い。

１２時３０分９時００分 １０時２０分

③中学生女子
　
④高校一般女子

⑤高校一般男子
(一部)

⑥高校一般男子
(二部)

①小学生②中学生男子

１１時４０分

部　門
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８． 参加資格 1) 高校一般男子の部(一部・二部)・高校一般女子の部・小学生の部は、周南市外のチーム・

学校・クラブの参加を認める。

2) 中学生男子の部・中学生女子の部は、周南市内の学校とする。

９． 参 加 料 1) 小学・中学・高校  ： 　500円／チーム

2) 一般(女子・一部・二部)  ：　 2,000円／チーム

3) 棄権された場合においても返金は行いません。

10. 表　　彰 1) 各部門とも１～６位チームまでを表彰する。

・ 優勝～３位チームに賞品と賞状を授与する。

・ ４～６位チームに賞状を授与する。

2) 各部門の区間記録１位の走者に区間賞を授与する。

12. 参加申込 1) 所定の「参加申込書」に必要事項を記載の上、下記までお申し込み下さい。

・ １１月４日（土）必着（厳守）

・ 申 込 先 〒745-0851　周南市大字徳山４２７

キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター内　(公財)周南市体育協会

2) 参加申込書に記載の無い選手は出場できません。

3) 同一部門における選手の重複登録はできません。

4) 参加申込書の誓約書には、申込責任者の署名捺印が必要です。

5) 参加チームは、各チーム１名の走路員(大学生以上)を選出し明記して下さい。但し、同

一所属内で複数チーム参加の場合は、３チーム毎に１名の走路員を選出して下さい。

6) 参加料が添えられていない申込書及び記入もれのある申込書は受付けません。

13. ナンバーカードとタスキ

1) ナンバーカードの番号は、過去(第8回大会以降)の大会で使用した番号とします。但し、

初参加のチームについては、申込み後に主催者で決定し、該当チームに連絡します。

2) ナンバーカードと安全ピン及びタスキは、参加チームで準備すること。

3) ナンバーカードは胸と背部に付け、タスキは肩から斜めに脇の下に掛けて走ること。

4) ナンバーカード及びタスキは、「作製要領」に基づいて作製すること。

ナンバーカードの作製が、著しく作製要領に反している場合は、出走を認めない場合が

あります。

5) ナンバーカード及びタスキを購入したい場合は、チーム申込時にお申し出下さい。

[　購入費　：　ナンバーカード－2,500円(10枚)　／　タスキ－1,000円(１本)　]

14. 監督会議 1) 監督会議は、下記の通り実施いたしますので必ず出席（チーム関係者の代理出席可）

して下さい。尚、欠席の場合は、棄権とみなします。

・ 日 　　時 １１月１７日(金)　１８時００分～

・ 場 　　所 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター内カルチャールーム

・ 備 　　考 別途「会議案内」は致しません。

申込期限
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15. オーダー 1) 所定の「オーダー表」に必要事項を記載の上、監督会議時に２部提出して下さい。

2) オーダー表提出後の選手変更は補員からの充当以外は認めない。尚、同一所属内で

複数チーム出場する場合の補員は同一所属チーム共通とする。

3) 大会当日は、チーム受付時に選手変更の有無に関わらず、必要事項を記入の上、オー

ダー表を提出して下さい。

16. 競技上の注意事項

1) チーム受付は大会当日、所定の時間に必ず行うこと。

2) 正規のメンバーで編成されていないチームの参加は認めないものとする。

3) 選手の点呼は、第１区走者のみ出発点でスタート10分前に行う。第２区以降の選手につ

いては、１位通過予定時刻の10分前までに中継点付近に集合のこと。

4) バイクや自転車等による伴走は一切認めない。

5) 選手走路・中継所付近で競技運営に支障が出ると思われる場所では、応援及びアップ

やダウンを行わないこと。

6) ｢緑のかけ橋｣は右側通行とし、追い越し時は対向する選手の走路をふさがないこと。

7) 「周南総合スポーツセンター」手前の｢庭球場」横は、歩道を走ること。

8) 走者が途中、事故等の為に競技が続行できなくなった場合はチーム棄権とし、それまで

の当該チームの区間の記録は認めるものとする。尚、次区間走者からの繰り上げ出発は

行いません。

17. その他 1) 「高校一般一部の部」の出場チームは下記の通りとする。

・ 下記に示す前回大会の総合順位の上位６チーム

 東ソーＡ・東ソーＢ・東ソーポリエチレンＡ・ 周南消防Ａ・南陽工高・まかろん

・ 「高校一般一部」への出場を希望されるチーム

・ 主催側が「高校一般一部」の走力があると判断した「二部」申し込みチーム

2) 健康には各人が十分に注意するとともに無理に競技を続行しないこと。また、必ず事前

に健康診断を受けておくこと。

3) 競技中における事故並びに疾病について大会主催団体は今大会の事故･傷害の責任

を負いません。参加する指導者並びに選手は、必ず個人または保護者あるいはチーム

でスポーツ傷害保険等に加入して下さい。

4) 天候不順等で開催が危ぶまれる場合は、大会当日７時００分に決定しますので、周南市

陸上競技場(TEL　0834-28-6715)に確認すること。

5) 当大会の開催要項(申込書含む)は、「周南市体育協会」のＨＰに掲載されています。

6) 申込みに関する個人情報は、大会プログラムへの掲載、記録発表(新聞紙上や関連の

ＨＰ含む)等本大会に関することのみに使用し、他の目的に使用することはありません。

7) ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。

・ (公財)周南市体育協会　事務局 (周南総合スポーツセンター内)

TEL　(0834)28-8311 E-mail　taikyo@shunan‐taikyo.or.jp

・ 周南市陸上競技協会　事務局 (徳山高専　気付)

TEL　(0834)29-6321 E-Mail　ue@tokuyama.ac.jp
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　　　ナンバーカード作製要領

1) ナンバーカード布地サイズ

　①縦　２００㎜　×　横　２３５㎜　を基本とする。

　②布地は、白色とする。

2) 数字のサイズ

　①チーム番号の字幅は、１２㎜以上。字高は１００㎜程度とする。

　②区間番号の字幅は１０㎜以下。字高は５０㎜以下とする。

3) 数字の色識別について

　①小学生の部 ・・・・・・ 白地に青文字

　②中学生女子の部・高校一般女子の部 ・・・・・・ 白地に赤文字

　③中学生男子の部・高校男子の部・一般の部 ・・・・・・ 白地に黒文字

4) 作製例

  チーム番号２３４の第５区走者の場合を下例に示す。

　　　タスキ作製要領

1) タスキのサイズ等

　①高校一般用としては、布製で長さは、１m600～１m800　幅は、60mm　程度が望ましい。

　　 尚、小・中学生においては、体格を考慮した寸法(長さ・幅)で作製して下さい。

　②タスキの色の制約はありません。
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　　　参加申込みにおける注意事項

 　参加申込み書提出の際には、下記の事例を参考にして間違いの無いようにお願いします。特に、
同一所属団体から複数チーム参加される場合は、熟読し理解の上、申し込まれるようお願いします。

記

下記に中学生男子の部に参加する３校６チームの「参加申込み～オーダー変更」までを参考に記載
いたします。

　①．参加申込書提出時
選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７

海山中学　 藤本 東京 京都 山形 秋田
山川中学　 長野 富山 石川 長野 千葉 宮崎 福島
周南中学Ａ 田中 佐藤 河野 広島 森本
周南中学Ｂ 山田 渡辺 野村 福岡 山崎 川崎 山口
周南中学Ｃ 山本 中村 高村 岡山 村田 藤田
周南中学Ｄ 藤井 斎藤 西村 原田 小林 橋本

1) メンバー申込み時の「選手６｣｢選手７」は、補員ではない。
2) メンバー申込書に記載の無い選手は、競技に参加できない。
3) 同一部門内での複数チームへの重複登録はできない。

　②．監督会議時(オーダー表提出)
１区 ２区 ３区 ４区 ５区 補員 補員

海山中学　 藤本 東京 山形 秋田 京都
山川中学　 長野 富山 宮崎 長野 千葉 (石川) (福島)
周南中学Ａ 佐藤 田中 河野 広島 森本
周南中学Ｂ 山田 渡辺 野村 福岡 山崎 (川崎) (山口)
周南中学Ｃ 山本 高村 中村 岡山 藤田 (村田)
周南中学Ｄ 藤井 橋本 西村 小林 原田 (斎藤)

1) 同一チーム内で区間走者を決定し、オーダー表を提出すること。
2) オーダー提出時に、他チームとのメンバー入替えは認められません。
3) 提出されたオーダーの走者は、そのチームのその区間のみ走ることができる。尚、

大会当日受付時に補員と交替することは認められる。

　③．大会当日チーム受付時(オーダー表再提出）
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

海山中学　 藤本 東京 山形 秋田 京都 変更なし
山川中学　 長野 富山 宮崎 長野 (福島) ５区に補員充当
周南中学Ａ 佐藤 田中 (村田) 広島 森本 ３区に「Ｃ」の補員充当
周南中学Ｂ 山田 渡辺 (川崎) 福岡 山崎 ３区に「Ｂ」の補員充当
周南中学Ｃ 山本 高村 中村 (山口) 藤田 ４区に「Ｂ」の補員充当
周南中学Ｄ 藤井 橋本 西村 小林 原田 変更なし

1) オーダー変更は、補員の充当のみ認められる。
（同一所属チームの場合、補員は共通とし、いづれのチームでも充当できる)

2) ５名揃わないチームは、競技に参加できない。

備　　考
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