
第19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 ２０２２年(令和４年)１１月２３日(水・祝)

① 受 　付 　７時３０分～　７時４５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・②」をご参照下さい。

５． 部　　門 ①小学生の部 ②一般女子の部

③一般男子（一部）の部 ④一般男子（二部）の部

６． 区間距離とスタート時刻 　※（ 　　）内はトップ通過予定時刻を示す。

コース コース図①参照 コース図②参照

ｽﾀｰﾄ時刻 １０時００分 １１時００分

１区 １．６ km (10:00) ２．８ km (11:00)

２区 １．６ km (10:05) ２．８ km (11:09)

３区 １．６ km (10:11) ２．８ km (11:18)

４区 １．６ km (10:16) ２．８ km (11:27)

５区 １．６ km (10:22) ４．０ km (11:36)

計 ８．０ km (10:28) １５．２ km (11:48)

注1） スタート時刻を「参加チーム数」によっては変更する場合もあります。

注2) 陸上競技場内のグラウンドコンディション不良の場合等は、発着点を変更をする場合

があります。

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・高校生の出場チームは、「一般の部」での出場とし、「中学生の部」は、設けない。

3) 中学生・高校生・高専生は、山口県内の学校・クラブ単位での編成とする。

4) 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。

８． 参加資格 1) 周南市外の在住在勤・通学通勤者も出場も認める。

2) コロナウイルス感染防止にご理解ご対応ができること。

　①小学生
 ②一般女子の部
 ③一般男子(一部)の部
 ④一般男子(二部)の部



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原則、返金は行いません。

4) 参加費は、下記のどちらかの口座への振込をお願いいたします。

① ゆうちょ銀行　　　 記号　15560 番号　28539811

名義　周南市陸上競技協会

② 山口銀行 山口銀行　徳山支店 口座番号　6513038

名義　周南市陸上競技協会　会計　石原宏昭

※「周南市体協事務局｣では、参加料(現金)の取扱いは、一切行いません。

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E－mailでお申し込み下さい。

・ １１月７日（月）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

E-mail　:  taikyo@shunan‐taikyo.or.jp 

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。

・ 走路員は、全部門においてその任務を遂行していただきます。

・ 走路員は、大会当日8時15分に陸上競技場２階会議室に集合して下さい。

・ チームとして｢欠場｣の場合も｢走路員｣としてご協力をお願いいたします。

6) 参加料振込後に参加申込書を送信して下さい。

7) 申込書送信後、3日以内に受付け完了の返信メールが無い場合は、周南市体育協会

事務局までご一報下さい。

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９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、参加料と一緒に振込むこと。

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

申込期限



14. 監督会議 1) 監督会議は、当日８時より陸上競技場２階会議室で開催します。尚、欠席の場合は

棄権とみなします。

15. オーダー 1) 一次オーダーは、11/20(日)13:00までに周南市体育協会にE－mailで送って下さい。

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) 最終オーダーは、大会当日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、体調管理チェックシートとともに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(7:30～7:45)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。

※特に「中継所」付近では、密にならないように心掛けること。

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) 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) 「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

　　ひらちゅうＲＣーＡ　・　出光興産　・　こばらんＡ　・　福川中学校

　　福田隊長と愉快な仲間達　・　桜田ＯＢ

・ 「一般一部」への出場を希望されるチーム

・ 主催側が「男子一般一部」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。尚、主催団体として傷害保険には加入いたしますが傷害の責任範囲は、

保険適用範囲内とする。

　　 死亡・後遺障害：300万円  入院日額：3,000円　通院日額：2,000円

6) エントリーリストは、11月10日(木)に「周南市体育協会」のＨＰに掲載されます。

7) 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。

8) 表彰式に出席されなかったチームの賞状等は、開催日翌日より２週間のみ周南市体協

事務局で保管いたします。

9) 競技者(補員含む)・競技役員・走路員・チーム関係者(監督・コーチ・引率)については、

体調管理チェックシートを提出(リストバンド配付)していただきます。



10) 観客・応援者として陸上競技場(観覧席含む)に入場される方は、「応援者・観客名簿」

に必要事項を記入(リストバンド配付)していただきます。

11) 新型コロナウイルスの感染リスクを軽減させるため、下記の対応をお願いします。

・ ３密の回避行動を常に心掛けること。

・ 大声での会話や集団での声援をしないこと。

・ マスクの着用(競技中を除く)及びマイタオルの持参すること。

・ つばや痰を吐くことは極力行わないこと。

12) 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 井上　(出光興産　気付)

E-Mail　takayuki.inoue.9890@idemitsu.com



　　　アスリートビブス作製要領

1) アスリートビブス布地サイズ

　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

　②一般女子の部 ・・・・・・ 白地に赤文字

　③一般男子の部（一部・二部） ・・・・・・ 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。

5) チーム番号

アスリートビブスの番号は、過去(第９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。

　　　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。



　　　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。

　②一次オーダー提出(大会３日前までに提出)

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最終オーダー提出(大会当日チーム受付時提出）

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

7 


