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第３７回中濃駅伝競走大会実施要項 

 

１．趣 旨 中濃地域のスポーツ振興、体力の向上と大会を通じて地域の親睦と活性化を図る。 

２．主 催 中濃体育協会・中日新聞社 

３．共 催 （一財）関市スポーツ協会・美濃市体育協会・美濃加茂市スポーツ協会・郡上市スポーツ協会・ 

加茂郡体育協会 

４．後 援 関市・美濃市・美濃加茂市・郡上市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・ 

東白川村・関市教育委員会・美濃市教育委員会・美濃加茂市教育委員会・郡上市教育委員会・ 

美濃地区中学校体育連盟・可茂地区中学校体育連盟・中濃地区高等学校体育連盟 

５．主 管 中濃地区陸上競技協会 

６．期 日 令和５年２月５日（日）  開門８時１５分  雨天・降雪中止 

        ★受 付  午前８時３０分～午前８時５０分・・・岐阜県百年公園北サイクル事務所付近 

一般男子Ａの部、高校男子の部、一般男子Ｂの部 

一般・高校女子の部、中学男子の部、中学女子の部 

        ★開会式  午前９時００分 岐阜県百年公園 芝生広場 

        ★出 発  午前１０時００分・・・・ 岐阜県百年公園 芝生広場前 スタート 

一般男子Ａの部、高校男子の部、 

              午前１０時０５分・・・・ 岐阜県百年公園 芝生広場前 スタート 

一般男子Ｂの部、一般・高校女子の部、中学男子の部、中学女子の部 

        ★閉会式  正午頃・・・・・・・ 岐阜県百年公園 芝生広場 

７．走 路   岐阜県百年公園 特設周回コース 

 

８．区 分    一般男子Ａの部、高校男子の部                      １５．６㎞ 

        一般男子Ｂの部、一般・高校女子の部、中学男子の部、中学女子の部     １０．４㎞ 

９．区 間 

 

＜ 一般男子Ａの部、高校男子の部 ＞ 

 区  間 通過予定時刻 点呼時間 距 離 

第１区 特設周回コース ２周  ９：４０ ５．２㎞ 

第２区 特設周回コース １０：１７ ９：５５ ２．６㎞ 

第３区 特設周回コース １０：２５ １０：００ ２．６㎞ 

第４区 特設周回コース １０：３３ １０：１０ ２．６㎞ 

第５区 特設周回コース １０：４１ １０：２０ ２．６㎞ 

Ｆ  １０：５０         

 

＜ 一般男子Ｂの部、一般・高校女子の部、中学男子の部、中学女子の部 ＞ 

 区  間 通過予定時刻 点呼時間 距 離 

第１区 特設周回コース  ９：４５ ２．６㎞ 

第２区 特設周回コース １０：１３ ９：５０ ２．６㎞ 

第３区 特設周回コース １０：２１ １０：００ ２．６㎞ 

第４区 特設周回コース １０：２９ １０：１０ ２．６㎞ 

Ｆ  １０：３７  
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１０．参加資格 

 

（１）「一般」は、関市・美濃市・美濃加茂市・郡上市・加茂郡に在住・在職・在学・スポーツ籍等を有する者とする。 

（２）「高校生」は、中濃地区高体連への加盟校であること。 

（３）「中学生」は、美濃地区・可茂地区中体連への加盟校及び同地区内のクラブチームであること。 

（４）参加者は、健康診断の結果、健康と認められた者であること。 

（５）中学生・高校生は、学校長もしくは保護者の同意を得た者であること。 

（６）クラブチームの責任者と保護者の同意を得た者であること。 

（７）選手の在住・在職・在学等は、６ヶ月以上経過している者とする。 

 

１１．競技方法 

 

（１）競技形式 

   チーム対抗とし、職域・地域・同好会の団体および学校及びクラブチーム単位とする。 

   タスキとナンバーカードビィブスについては、主催者で準備をする。 

    

 

（２）チーム構成 

   ①監督１名・選手５名（一般男子Ａの部、高校男子の部）ないし４名（一般男子Ｂの部、一般・高校女子 

の部、中学男子の部、中学女子の部）及び補欠２名で構成する。（監督が選手を兼ねることができる。） 

②男女混合の場合は、男子の部とする。 

③大学生及び定時制高校生は、一般として認める。 

④申し込み後、選手の状態によってチーム編成が不可能となった場合は、オーダー締め切り日(１月２１日) 

 午後５時までに申し込み担当者まで申し出ること。出場の可否は、代表者会議にて協議のうえ決定する。 

代表者会議以降の選手の変更は認めない。 

 

（３）資格審査 

申し込み後、公平を期するため、チームの出場選手資格について審査し、不適当とされたチームはオープン 

参加とする。 

 

 

１２．表 彰 

 

（１）団 体 賞 

各部とも、優勝チームには賞状と優勝旗（持ち回り）とメダル、２位・３位には賞状と盾、４位から６位には 

賞状を授与する。 

 

（２）区 間 賞 

各部門、各区間の１位には、区間賞を授与する。 

 

（３）参 加 賞 

参加者には、参加賞を授与する。 
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１３．参加申し込み 

（１）申し込み期間   電子データの送信  令和４年１２月 １日（木）から令和４年１２月２３日（金） 

            申込書原本の郵送  令和４年１２月３０日（金） 

（２）ファイルの入手方法 

   岐阜陸協ＨＰ http://www.gifu-riku.com/ 大会スケジュール 中濃よりダウンロードする。 

 

（３）方法と提出書類    ①申込みファイルを入手する。 

              ②申込みファイルに必要事項を入力、ｅｘｃｅｌ ９７-２００３形式 にて 

ファイル名を「中濃駅伝競走大会 ○○（所属名）」で保存。 

              ③申込みファイルを、申込み担当者のアドレスへメール送信する。 

              ④参加料を下記口座に振り込む。 

              ⑤申込みファイルを印刷し、参加料の受領書もしくはコピーをプリントした申込書に 

添付のうえ申込み担当者に郵送する。 

インターネットバンキングにて振込処理を行った場合は、処理完了画面をプリント 

アウトし添付をすること。 

 

振込先口座  口座番号  大垣共立銀行(０１５２)  美濃支店（０１４）  

普  通  ４８６３９２ 

口座名義  中 濃
ちゅうのう

駅伝
えきでん

競 走
きょうそう

大会
たいかい

 会計
かいけい

 川合
かわい

健
けん

介
すけ

 

    

(４) 注意事項      ・ 申込みファイルおよび郵送による申込書の双方が期限までに到着しない、送金が確認 

きない場合は、参加受付を行わないので注意してください。 

                       

（５）オーダー提出 

ＨＰにアップされた区間オーダー表に入力、オーダーデータ申し込み締め切り日（１月２１日）までに申し込

み担当者までデータ送信をする。その後の選手変更は原則として認めない。 

   ただし、急病等により選手を変更する場合は当日受付時に申し出ること。変更する選手と補欠選手の入れ替え

に限る。他チーム間・他区間の選手のオーダーの入れ替えは認められない。 

 

（６）競技に関わる問い合わせ及び申し込み担当者 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

（７）参加料 １チーム一般５，０００円、中学・高校３，０００円 

       （上記口座に振り込んでください） 

 

 

〒501-4207  郡上市八幡町西乙原１１７２ 

   中濃地区陸上競技協会事務局長   渡邉 宗治 

            携帯電話  ０９０－７６１１－１８７３  

            E-mail  mune1129＠gujocity.net （宛先にアドレスを手入力してください） 

※ Ｇメールから送信される場合は、上記アドレスドメインの受信設定 

をお願いします。 

 

 

http://www.gifu-riku.com/
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大会事務局 

 〒５０１－３７５６ 美濃市生櫛８８－２４ 

 美濃市教育委員会 人づくり文化課 中濃駅伝競走大会事務局 (担当：川合) 

    電話 ０５７５－３５－２７１１  ＦＡＸ ０５７５－３５－３１３４ 

 

１４．試走日時、アップスペース等の指定 

 

   大会当日前における試走を禁止します。 

大会当日は、ウォーキングコース及びサイクリングコースを一部借り上げ実施するものである。 

ただし、ウォーキングコースの徒歩による下見及びサイクリングコースの自転車による下見については、岐阜 

県百年公園利用規定に基づく利用であれば妨げるものではありません。 

一般の人が多く訪れる場所であるため、一般利用者及び管理事務所に迷惑が掛からない利用をお願いします。 

 

試走日時  令和５年２月５日（日） ８：３０～９：３０ 

場  所  サイクリングコース  スタート・ゴール付近から中間地点（１３００ｍ付近）まで 

注意事項  指定時間及び指定場所以外では行わない。 

      ウォーキングコースにおけるジョグ及びアップ等は行わない。 

    

１５．その他 

 

（１）大会中止の決定は大会当日の午前７時００分とします。（テレホンサービス０５７５－２３－７７５２） 

（２）大会当日の競技中の傷害等は、応急処置はしますが事後の責任は一切負いません。 

(３) 参加申込後、出場を取りやめても大会参加費の返金は行いません。 

また、雨天・降雪による中止の場合においても大会参加費の返金は行いません。 

（４）感染予防の観点から大会が中止となった場合に限り、必要経費を差し引いた金額を返金します。 

（５）新型コロナ感染防止対策（３密の回避、手洗い、消毒、控え所等におけるマスクの着用、 

ソーシャル・ディスタンス、など）については、学校等で指導されていることを遵守すること。 

（６）一般観戦者については無観客記録会としますので関係者には十分周知、注意を促してください。  

   保護者については最低限の人数に限り、また別紙「健康管理チェックシート３」の提出、当日受付時で 

提供されたリストバンドを身に着けることを条件に指定された場所（サイクリングコース 1500m付近空き地:

岐阜県百年公園ウォーキングМＡＰ参照）を開放するので感染対策などを十分にしたうえで観戦してください。 

公園北サイクル事務所付近受付にて確認後入場してください。（ 受付時間 ９：００～９:３０ ） 

ただし、レースが終了するまではいかなる理由があろうとも指定場所から出ないこと、および役員の指示に 

従うこと。 

（７) 記録については、岐阜陸協ＨＰ http://www.gifu-riku.com/ 中濃地区にアップします。 

 

 

１６．代表者会議 

 

（１）日 時  令和５年１月２６日（木） 午後７時３０分 

（２）場 所  アテナ工業アリーナ（関市総合体育館）  ２－１会議室 

        電話０５７５－２３－８８２２ 

 

 

http://www.gifu-riku.com/
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注  意  事  項 

１ 本大会は２０２２年度日本陸上競技連盟競技規則及び駅伝競走規準ならびに大会要項、代表者会議申し合わせ

事項にもとづいて行う。 

２ 各区間中継の集合時間に集まり、中継所主任の指示に従い点呼を受ける。 

３ 選手は原則としてウォーキングコースコーンで区分けされた左側及びサイクリングコース左側を走行すること。 

４ 選手との伴走は、一切認めない。（コース内及び付近の道路も走らないこと。） 

５ 前走者に事故ある時は、最後の走者の出発１分後に発走させる。 

６ 区間途中で中止した場合は、全体の成績や順位は認められないが、前後者の走行及び記録は認める。 

７ 繰り上げされたチームの記録や順位は、そのまま引き継がれる。 

８ 選手の負傷については、応急処置及び傷害保険の対応とし、その後は個人の責任において行う。 

９ ビデオ・写真等の撮影は、コース内では行わないこと。 

１０ 荷物の紛失・破損については、一切責任を負わない。チームごとに管理すること。 

運営における諸注意 

競技場関係 

１. 大会会場への入退場は、北サイクリング事務所付近入口のみとする。 

２. 選手、補員、監督、保護者等決められた競技関係者以外は競技場に入れない。 

 

チェックリスト関係 

３. チーム等同行者体調記録表（別紙４）は、関係者分を記入の上チーム受付時に提出する。 

体調管理チェックシート（別紙１）は、各団体で保管のこと。 

全ての関係者は、受付時に関係分のリストバンドを提供するので判別できる箇所に身に着けること。 

保護者については、随時個別で提出してください。下記５参照 （９:３０以降は入場できません。） 

 ４. 一週間前の体調管理チェックシートで、３７度以上の発熱が３日以上継続した関係者、大会当日の検温で 

３７度以上の関係者は自主的に参加を控えてください。 

 ５. 「体調管理チェックシート３」 

保護者等は、１月２９日（日）から管理表の問診欄に従いチェックを入れ、検温し結果を記入する。  

異常があるときは会場に来場しないこと。  

  当日公園北サイクリング事務所付近受け付け本部に提出する。⇒ リストバンドの交付を受けること。 

６.「体調管理チェックシート２」 

すべての参加者（競技役員、選手、補員、監督、保護者等）は、競技会終了後２週間にわたり管理表の 

問診欄に従いチェックを入れ、検温し結果を記入する。 異常がなければ、個人またはチーム等で管理。 

感染等が判明したときには、事務局川合まで速やかに連絡をすること。 

（感染情報などは必要機関への情報提供以外は外部へ漏らさないのでご安心ください。） 

 

競技関係 

７. すべての競技関係者は、競技終了後、手洗い、手指消毒等を行うこと。 

８. ウォーミングアップは団体で行わないこと。必ず個別で行ってください。 

９. 競技者は競技中マスクの着用は必要ない。招集中・移動中・待機中はマスクの着用をすること。 

その他 

10.  ゴミ、特に体液の付着したゴミは各自が責任をもって処理（基本的に持ち帰り）すること。 

11.  声を出しての応援、集団での応援を行わないこと。 


