第７５回 神奈川県実業団対抗駅伝競走大会要項
主

催

神奈川県実業団陸上競技連盟 足柄上郡陸上競技協会 南足柄市陸上競技協会

後

援

神奈川県 神奈川県教育委員会 山北町 山北町教育委員会
一般財団法人神奈川陸上競技協会 神奈川新聞社 ｔｖｋ

日

時

令和４年２月６日（日）午前１０時開会式 スタート：駅伝１１時
（当日中止の場合は３月６日（日）に延期）

会

場

足柄上郡山北町丹沢湖、大会本部（山北町役場三保支所）
※更衣室は設定しないので、各自対応すること。
アクセス
小田急線「新松田駅」より松田合同タクシーを利用するか富士急バスにて
中川温泉行きに乗車「学校入口」下車徒歩５分
※公共交通機関の利用では感染対策を各自で実施、自家用車等を推奨する。
参加資格
【一般の部】
2021 年度日本陸連登録者で本連盟加入の官公庁、会社、工場等の事業所の
競技者（登録者）により構成された単一チームとする。
同一事業所の複数参加は認めるが、上位成績のチームを正チームとし、他は
オープン参加（チームは表彰対象外、個人記録は表彰対象）とする。
【高校男子の部 高校男子の部 】
当年度の神奈川県高校駅伝大会の出場チームで１年生・２年生の編成とし、
１校につき１チーム限りとする。
走路及び参加構成（一般の部、高校男子の部共通）
第１区 ７．１ｋｍ
第２区 ３．０ｋｍ
第３区 ６．８ｋｍ
第４区 ３．０ｋｍ
第５区 ９．９ｋｍ
全 長２９．８ｋｍ
監督 １名
選手 ５名
補欠 ３名
競技方法
①選手は一人１区間とする。
②競走は駅伝リレー方式とする。
③各区間の引継ぎはタスキをもって中継ゾーン内で行うものとする。
競技規定
①区間走者の登録は、１月３１日（月）までに原則 WEB フォームにより、(や
むを得ない場合はＦＡＸ可)にて連絡のこと。区間走者登録後の選手変更は
補欠選手の入れ替えのみとする。
②大会当日、各チームの監督は補欠選手の正選手への変更等の有無にかかわ
らず、９時４５分迄に本部で受付を済ませること。
③疾走中事故のあったチームは失格とする。希望により番外として疾走を
認める。番外でも事故区間以外の記録は区間記録として認める。
④規定コースを通過しない及び道路右側走行したチームは失格とする。
⑤アスリートビブス（ナンバーカード）は大会本部で配付したものを使用す
る。（安全ピンは各チームで準備のこと。
）
⑥伴走は認めない。
（伴走したチームは失格とする。
）
⑦競技中の事故については、主催者側で応急処置はするが一切の責任は負わ
ないので各チームで責任を持って管理すること。
⑧タスキは連盟指定のものを使用すること。初出場チームには大会当日無償
配付する。既出場チームは前回出場時に使用したものを使用すること。
尚、既出場チームにおいて紛失等でタスキが無い場合は大会当日有償配付
する。（１本：1000 円）
⑨その他については本年度日本陸上競技連盟規定による。
（道路競技でのシューズの厚さは、40 ㎜までとなる。など）

大会表彰

出場表彰

申込方法

参 加 料

【一般の部】
優
勝
連盟賞・神奈川県知事賞・山北町長杯・副賞
２～６位
連盟賞・副賞
区間最高記録賞（１～５区）区間賞・副賞
【高校男子の部】
優
勝
連盟賞・山北町長杯・副賞
２・３位
連盟賞・副賞
４～６位
連盟賞
区間最高記録賞（１～５区）区間賞・副賞
チーム表彰（一般の部のみ）５０回出場チーム １５回出場チーム
個人表彰 （
〃
）２０回出場者、１０回出場者、５年連続出場者
①実業団陸上連盟加盟チームで、前大会、又は今大会に達成したチーム及び
選手に限る。
②チーム表彰・個人表彰における同一項目の表彰は１回限りとする。
（選手が他チームに移籍した場合も含む）
③同時期に複数表彰を達成した場合は、多数回表彰を優先し他の表彰項目は
表彰対象としない。
④５年連続出場表彰は、初出場から５年連続の場合を対象とする。
※R2（2020）年度は、中止のため中断扱いとしない。
⑤表彰式は別途開催する当連盟総会にて行う。（３月１２日（土）予定）
期 間：令和３年１１月１０日（水）～１２月１０日（金）
申 込：WEB フォームからの申込を原則とするが、インターネットが使え
ない場合等、やむを得ない場合にはＦＡＸ・郵送でも受け付ける。
FAX：0463-59-2034
〒259-1212 平塚市岡崎６３７５－７ 市川 豊 宛
※申込により個人情報の収集・対応に同意があったものとします。
※大会が中止の場合は参加料の８割の金額を現金書留で返金します。
一般の部：１１，０００円
高校男子の部：８，０００円
申込みと同時に下記口座に振込みのこと。
口 座 名：神奈川県実業団陸上競技連盟 理事 片山 岳
銀 行 名：さがみ信用金庫 南足柄支店
口座番号：普通 ００９－０６３４００６

大会運営上の注意事項（駅伝・ロードレース共通）
①スポーツ庁や日本スポーツ協会、日本陸上競技連盟が示す各種感染予防対策のガイ
ドライン等を遵守し、別に明示する対応策を承諾し協力要請等に応じること。
②個人情報及び肖像権に関する取り扱いは、適切な対応を行う。
③積雪、天候不順などにより大会の実施が不可能な場合は、大会当日の朝６時迄に当連盟ホ
ームページにてお知らせする。
④宿泊等については斡旋しないので利用の場合は各チームで交渉のこと。
⑤各中継所への選手の配置は各チームで行うこと。
⑥会場及び周辺の美化に努め、ゴミ等は各チームで持ち帰ること。

〔大会本部〕連絡先：090-8640-2290（齊藤）
080-1195-1924（柏木）
〔問い合せ〕事務局：090-1843-3636（市川）

連盟 HPQR ｺｰﾄﾞ

第３３回 神奈川県実業団女子ロードレース大会要項
第２９回 神奈川県実業団男子ロードレース大会要項
主

催

神奈川県実業団陸上競技連盟 足柄上郡陸上競技協会 南足柄市陸上競技協会

後

援

神奈川県
神奈川県教育委員会
一般財団法人神奈川陸上競技協会

日

時

令和４年２月６日（日）午前１０時開会式 スタート：１１時２０分
（当日中止の場合は３月６日（日）に延期）

会

場

足柄上郡山北町丹沢湖、大会本部（山北町役場三保支所）
※更衣室は設定しないので、各自対応すること。

山北町
山北町教育委員会
神奈川新聞社
ｔｖｋ

アクセス

小田急線「新松田駅」より松田合同タクシーを利用するか富士急バスにて
中川温泉行きに乗車「学校入口」下車徒歩５分
※公共交通機関の利用では感染対策を各自で実施、自家用車等を推奨する。

コ ー ス

三保支所入口～永歳橋～玄倉川橋～中川橋～元三保小学校前
※未公認コース

参加資格

一般の部
☆女子１０ｋｍ
神奈川県内に在住、在勤の者で日本陸上競技連盟に登録した者
☆男子１０ｋｍ
神奈川県内に在住、在勤の者で日本陸上競技連盟に登録した者
注）駅伝出場者のロードレース出場は認めない。但し、駅伝メンバー登録
者で駅伝に出場しない者はロードレース大会への出場を可とする。
この場合、大会当日９時４５分までに参加料と合わせ本部に届け出ること。

高校の部
☆女子１０ｋｍ
神奈川県内の高校に在籍の者で神奈川県高等学校体育連盟に登録し、在籍
学校長が許可した者
☆男子１０ｋｍ
神奈川県内の高校に在籍の者で神奈川県高等学校体育連盟に登録し、在籍
学校長が許可した者
注）一般男子と同様
競技方法

個人ロードレース

競技規定

①大会当日、選手は９時４５分迄に本部で受付を済ませること。
②疾走中事故のあった選手は失格とする。
③規定コースを通過しない及び道路右側走行の選手は失格とする。
④アスリートビブス（ナンバーカード）は大会本部で当日配付したものを使
用する。（安全ピンは各個人で準備のこと。）
⑤競技中の事故については、主催者側で応急処置はするが一切の責任を負わ
ないので各チームは責任を持って管理すること。
⑥その他については、本年度日本陸上競技連盟規定による。
（道路競技でのシューズの厚さは、40 ㎜までとなる。など）

表

彰

一般女子１０ｋｍ １位～３位 連盟賞・副賞
一般男子１０ｋｍ １位～３位 連盟賞・副賞
高校女子１０ｋｍ １位～３位 連盟賞・副賞
４位～６位 連盟賞
高校男子１０ｋｍ １位～３位 連盟賞・副賞
４位～６位 連盟賞
※ 山北町長賞（男女）及び神奈川県議会議長賞（女子）は、一般及び高校
を含めた上位入賞者（優勝者）に授与する。

申込方法

期 間：令和３年１１月１０日（水）～１２月１０日（金）
申 込：WEB フォームからの申込を原則とするが、インターネットが使え
ない場合等、やむを得ない場合にはＦＡＸ・郵送でも受け付ける。
FAX：0463-59-2034
〒259-1212 平塚市岡崎６３７５－７ 市川 豊 宛
※申込により個人情報の収集・対応に同意があったものとします。
※大会が中止の場合は参加料の８割の金額を現金書留で返金します。
１,０００円
申込み時に下記口座に振込みのこと。
口 座 名：神奈川県実業団陸上競技連盟 理事 片山 岳
銀 行 名：さがみ信用金庫 南足柄支店
口座番号：普通 ００９－０６３４００６

参 加 料

大会運営上の注意事項（駅伝・ロードレース共通）
①スポーツ庁や日本スポーツ協会、日本陸上競技連盟が示す各種感染予防対策のガイド
ライン等を遵守し、別に明示する対応策を承諾し協力要請等に応じること。
②個人情報及び肖像権に関する取り扱いは、適切な対応を行う。
③雪、天候不順などにより大会の実施が不可能な場合は、大会当日の朝６時迄に当連盟
ホームページにてお知らせする。
④スタート地点への選手の配置は各チームで行うこと。
⑤宿泊等については斡旋しないので利用の場合は各チームで交渉のこと。
⑥会場及び周辺の美化に努め、ゴミ等は各チームで持ち帰ること。

〔大会本部〕連絡先：090-8640-2290（齊藤）
080-1195-1924（柏木）
〔問い合せ〕事務局：090-1843-3636（市川）
連盟 HPQR ｺｰﾄﾞ

