
第８９回 印旛郡市駅伝競走大会実施要項 

 

１ 趣 旨  スポーツを通して恒久の平和を祈念し，青少年の体力の向上と不撓不屈の精神を養い併せて 

生涯スポーツの振興を図る。 

２ 日 時 令和元年１２月 1 日（日）  ９：００～１３：００      

スタート時間 一般・高校 １０：００   中学校女子 ９：４０   中学校男子 １０：５０ 

３ 主 催  印旛郡市各市町 印旛郡市各市町教育委員会 印旛郡市体育協会 

        千葉県小中学校体育連盟印旛支部  

４ 主 管  印旛郡市体育協会陸上競技専門部  千葉県小中学校体育連盟印旛支部陸上競技専門部 

５ 後 援  佐倉市体育協会 毎日新聞社 

６ コース  〈中学校女子の部〉 ５区間 （１０．７７㎞） 

岩名陸上競技場～土浮～ラジコン広場～飯田ライスセンター～岩名陸上競技場  

        〈中学校男子の部〉 ６区間 （１７．９㎞） 

         岩名陸上競技場～土浮～ラジコン広場～飯田ライスセンター～土浮～岩名陸上競技場  

        〈一般・高校の部〉 ６区間 （２９．２㎞） 

         岩名陸上競技場～土浮～草ぶえの丘～土浮～岩名陸上競技場（周回コース）         

中学校の部 

計 １０．７７ｋｍ 

部門 区間 中 継 場 所 距  離 招集時刻

 

男子 

の部 

第１区 岩名陸上競技場 ～ 土浮 ３．１㎞ １０：３０ 

第２区 土浮（ラジコン広場経由） ～ 土浮 ３．７２㎞ １０：４０ 

第３区 土浮 ～ 飯田ライスセンター ２．１６㎞ １０：５０ 

第４区 飯田ライスセンター ～ 土浮 ２．１㎞ １１：００ 

第５区 土浮（ラジコン広場経由） ～ 土浮 ３．７２㎞ １１：１０ 

第６区 土浮 ～ 岩名陸上競技場 ３．１㎞ １１：２０ 

計 １７．９ｋｍ 

一般・高校の部 

部門 区  間 中 継 場 所 距  離 招集時刻

 

一般 

・ 

高校 

の部 

第１区 岩名陸上競技場 ～ ラジコン広場 ４．７７㎞ ９：４０ 

第２区 ラジコン広場 ～ 草ぶえの丘 ４．５㎞ ９：５５ 

第３区 草ぶえの丘 ～ 岩名陸上競技場 ５．４２㎞ １０：１０ 

第４区 岩名陸上競技場 ～ ラジコン広場 ４．７７㎞ １０：２５ 

第５区 ラジコン広場 ～ 草ぶえの丘 ４．５㎞ １０：４０ 

第６区 草ぶえの丘 ～ 岩名陸上競技場 ５．２３５㎞ １０：５５ 

                                              計 ２９．２ｋｍ 

７ 出場資格及びチームについて 

 （１） 一般の部      

令和元年９月１日以前から当該市町在住者で市町体育協会の推薦を受け，市町教育委員会の承認したチ

ームであること｡ （在住者でない競技者の出場が確認された場合は、チーム及び全区間を失格とする。） 

 （２） 中学校･高校の部 

部門 区間 中 継 場 所 距  離 招集時刻

 

女子

の部 

第１区 岩名陸上競技場 ～ 土浮 ３．１㎞ ９：２０ 

第２区 土浮 ～ ラジコン広場 １．６７㎞ ９：３０ 

第３区 ラジコン広場 ～ 土浮 ２．０５３㎞ ９：３５ 

第４区 土浮 ～ 飯田ライスセンター ２．１６㎞ ９：４０ 

第５区 飯田ライスセンター ～ 岩名陸上競技場 １．７９２㎞ ９：４５ 



     印旛郡市内の中学校及び高等学校に在籍する生徒で学校長の承認するチームであること｡ なお、中学

校の部は、千葉県中学校新人駅伝大会の予選会を兼ねる。（1・2 年生のみで参加の学校が対象） 

 （３） チーム編成について 

     一般･高校は１チーム６名とする｡一般については学生・生徒の走者を３名まで認め，チームのメンバーに

女性を加える事ができる｡ 

８ 申込み（大会事務局） 

   印旛郡市体育協会ホームページより書類をダウンロードし、締切日までにメールで送信してください。 

① 参加申込書 令和元年１１月 1 日（金）必着 

② 選手名簿   令和元年１１月２７日（水）必着 

印旛郡市体育協会 ホームページ https://inbasports.net/ 

                メールアドレス inbagunshi.taikyo@gold.ocn.ne.jp 

※大会要項、コース図等の詳細についてはホームページに掲載していますのでご覧下さい。 

９ 競技方法について 

 （１） 受付は８：１０から８：４０の間にチームの代表が行う｡ 

 （２） スタート時間      一般・高校  １０：００  中学校  女子９：４０   男子１０：５０ 

 （３） 走者は所定のタスキを順次受け渡し，決勝点に到達する｡ 

 （４） 走者は道路の 左端を走る｡その他については走路審判の指示に従う｡ 

 （５） 同一団体より２チーム以上参加する場合は，A チームを代表チームとする｡ 

 （６） 選手の変更は〔１１月２７日（水）〕をもって 終とする｡その際は区間の変更も可能とする｡（A チームの補

欠選手をＢチームに出場させることができる｡） 

以降は，病気・その他の不慮の事故等により欠場する区間に補欠選手を充てる以外は認めない｡ 

 （７） 終中継所において、１位との差が２０分以上生じた場合は繰り上げスタートをする。この場合、タスキは

白を使用する。 

 (８)  選手の伴走応援車は競技運営上いっさい認めない｡ 

 (９)  一般チーム選手の配置及び収容はチームが責任を持って行う｡ただしレース中はコースに車両を入れて

はならない｡ 

 (１０) 救護車は選手の 後尾を走行する｡事故者は道路の 左端で待機する｡ 

１０ 開会式 閉会式 

 （１） 開会式    ９：００  佐倉市岩名陸上競技場 

 （２） 閉会式   １３：３０  佐倉市岩名陸上競技場 

１１  表 彰  

 （１） 一般  優勝～３位      高校  優勝～３位      中学校  優勝～６位 

 優 勝 ２  位 ３  位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 B１位 

一般 
賞状・優勝旗 優勝杯（３）

優勝楯 優勝メダル  

賞状・杯 

銀メダル 

賞状・杯 

銅メダル 

   賞状 

高校 
賞状・優勝旗 優勝杯（１）

優勝楯 優勝メダル 

賞状・杯 

銀メダル 

賞状・杯 

銅メダル 

   賞状 

中学校 

男子 

賞状・優勝旗 優勝杯（１）

優勝楯 優勝メダル 

賞状・杯 

銀メダル 

賞状・杯 

銅メダル 

賞状 賞状 賞状 賞状 

中学校 

女子 

賞状・優勝杯（１）優勝楯 

優勝メダル 

賞状・杯 

銀メダル 

賞状・杯 

銅メダル 

賞状 賞状 賞状 賞状 

          

（２） 部門ごとに区間賞を授与する。 

 （３） メダルは補欠を含めて授与されるので，一般・高校は８名，中学校は男子８名女子７名，必ず閉会式に出



席する。 

 （４） 毎日新聞社賞は、優勝楯、金・銀・銅メダル 

１２ 印旛郡市駅伝競走大会功労者の表彰について 

    印旛郡市体育協会顕彰規定に基づき，功労賞を授与する。 

１３ 駅伝競走大会に参加する役員・監督・選手は、必ず所属市町及び所属中・高等学校で傷害保険に 

  加入すること。 ただし、競技役員は、印旛郡市体育協会で加入する。 

１４ 代表者会議  令和元年１１月５日（火） １６時 佐倉市岩名運動公園陸上競技場会議室   

１５ 雨天対策について 

 （１） 雨天決行  

 （２） 態度の決定について ・・・・・ 午前６時 印旛郡市駅伝競走大会総務   

 

 

 

 

 

 

 

※ 各地区・各学校の方は上記へ問い合わせして下さい。 

 

 （３） 競技運営上の連絡 

       大会総務       吉原 廣   宛       ℡  ０８０－３０８０－７２８４  

１６ ナンバーカードについて 

   一般の部         ９市町    

１ 佐倉市 ２ 成田市 ３ 四街道市 ４ 酒々井町 ５ 八街市 

６ 富里市 ７ 栄町 １０ 印西市 １１ 白井市   

高校の部        １９校 

７１ 佐倉高 ７２ 佐倉東高 ７３ 千葉敬愛高 ７４ 成田西陵高 

７５ 成田高 ７６ 八街高 ７７ 千葉黎明高 ７８ 印旛明誠高 

７９ 四街道高 ８０ 成田国際高 ８１ 佐倉西高 ８２ 東京学館高 

８３ 成田北高 ８４ 佐倉南高 ８５ 白井高 ８６ 四街道北高 

８７ 富里高 ８８ 下総高 ８９
愛国学園大附属 

四街道高 
 

 

中学校の部      ５０校 

１ 佐倉中 ２ 南部中 ３ 志津中 ４ 上志津中 

５ 臼井中 ６ 酒々井中 ７ 四街道中 ８ 千代田中 

９ 四街道旭中 １０ 成田中 １１ 遠山中 １２ 久住中 

１３  １４ 成田西中 １５ 中台中 １６ 富里中 

１７ 栄中 １８ 印旛中 １９ 本埜中 ２０ 印西中 

２１ 船穂中 ２２ 白井中 ２３ 八街中 ２４ 八街中央中 

２５ 成田高付中 ２６ 吾妻中 ２７ 四街道西中 ２８ 大山口中 

２９ 南山中 ３０ 富里北中 ３１ 木刈中 ３２ 七次台中 

３３ 井野中 ３４ 玉造中 ３５ 富里南中 ３６ 佐倉東中 

３７ 四街道北中 ３８ 八街南中 ３９ 臼井西中 ４０ 西志津中 

４１  ４２ 小林中 ４３ 原山中 ４４ 西の原中 

４５ 桜台中 ４６ 臼井南中 ４７ 根郷中 ４８ 八街北中 

４９ 滝野中 ５０ 下総中 ５１ 大栄中 ５２ 公津の杜中 

（１）  同一市町または同一校で２チーム以上出場するときは、市町名（学校名）の右側に「Ａ」「Ｂ」と朱書きす

る。 

吉原 廣  080-3080-7284 冨山 直樹 090-3408-7928 

(陸上競技団体長) 

吉原 廣 

080-3080-7284 

高等学校 

 
(中学校) 

久古 修平 

090-6530-9761 

中学校 

 

警察署 

交通安全協会 

毎日新聞社 



 （２） 布地は白、文字は黒で大きく記入する。 

 （３） 選手はチーム名と番号を明記したナンバーカードを背と胸に審判によく見えるようにつける。 

２２㎝

５㎝

２４㎝

1
佐倉市　Ａ

 

１７ タスキについて 

タスキは各市町で用意する。高校・中学校は各校で用意する。繰上げタスキは事務局で用意する。 

１８ ユニホームについて 

    同一市町または同一校のチームは、定められた同一のユニホームを着用して出場する。   

１９ 競技者に対する注意事項 

 （１） ナンバーカード布地は、濡れても透き通らないものを使用すること。 

    背と胸にはっきり見えるようにつけること。 

    所属団体の記載等は、要項に例示されたものを参照に正しく作成すること。 

 （２） 競技者はいかなる場合でも、道路中心線より 左端を走ること。 

    交差点でも中心から出ないこと。 

    各区間の走者は、途中で交替してはならない。 

 （３） 競技者が途中で競技を続行できない状態及び競技を中止させられた場合（不正行為や医務員等の指

示）は、その区間は無効とする。但しそのチームは、審判長の指示に従い、次区間走者から再び競技を

続行することができる。その場合は、チーム全体の記録及び順位は認められないが、他区間の個人記録

は認められる。 

 （４） タスキは、中継点と白線の間で引き継ぐこと。（下図参照） 

（中継点）
前走者

次走者
中継区間２０メートル

 

 （５） タスキは投げずに手渡すこと。 

 （６） タスキの受け渡しの終わった走者は、他の競技者のじゃまにならないように直ちに左側の走路外に出るこ

と。 

 （７） タスキは必ず肩から脇の下に斜めにかけて走ること。 

 （８） 中継点での次走者の待機については、係員の指示に従うこと。競技者が２人以上接近して中継点に近

づいた場合は、先頭チームがその左側に次のチームがその右側（中央側）に位置して順次待つこと。 

 （９） 選手の輸送や着替え等の目的で車両を出す場合、中継点・折返し点ではその前後２００メートル以内に

駐停車することを厳禁する。また、レース中は救急車より先に車を出してはならない。 

 

 

 


