
１ 主催 （一財）宮城陸上競技協会　　（株）河北新報社

２ 主管 宮城県女子駅伝競走大会実行委員会　　名取市陸上競技協会

仙南地区陸上競技協会連絡協議会

３ 後援 名取市　　宮城県教育委員会　　（公財）宮城県スポーツ協会

名取市教育委員会　　（特非）名取市体育協会

４ 開催日時 令和　４　年　１　月　22　日（土）

中学の部

一般・高校の部

中学の部

一般・高校の部

５ 監督会議 令和 4 年 1 月 16 日（日）10：00～　名取市文化会館会議室

開会式 令和 4 年 1 月 16 日（日）13：00～　名取市文化会館小ホール

（名取市増田柳田５２０）

６ 大会会場 名取市サイクルスポーツセンター   (名取市閖上字東須賀2-20)

７ 参加資格

中学生は、３.０ｋｍをこえる距離の区間を走る事は出来ない

８ チーム編成について

・ チーム編成人数は監督１名補欠３名を含む９名以内で編成する

・ チーム編成については、郡市町陸上競技協会、同一地区選抜チーム、クラブ

チーム、同好会、走友会、職場単位、中学生を含めた混成チームでもよい

・ 中学の部は、中学生でチーム編成を行うこと

・ 同一所属から複数チームのエントリーが出来る

・ 同一者がチームを超えての登録はできない

９ 競技方法 名取市サイクルスポーツセンター内周回コースで行う（４ｋｍ）
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計 17ｋｍ 計 13ｋｍ

10 新型コロナウイルスに関する制限等

　　・ 新型コロナウイルス感染対策のため、無観客試合とする 

　　   入場制限として１チーム10名（監督、選手、補欠、チーム関係者）までとする

　　・ 新型コロナウイルス感染者の増加など、大会の運営に支障がでると判断した場合は、中止する

　　　場合がある（参加料は返却する）

１１ 参加料 １チーム 一般・高校の部 １０，０００円

中学の部 　６，０００円

１２ 申込方法及び問い合わせ先

［申込方法］

　　・ 参加申込一覧表を作成し、下記メールアドレスにデータ添付のうえ申込むこと

　　　　　大会参加申込先：名取市陸上競技協会　　　　ｎａｔｏｒｉ．ｒｉｋｋｙｏｕ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

　　　　　締切日：令和 ３ 年 １２ 月 １8 日（土）　１２ 時必着

　　・ 参加料は下記の振込先に納入すること

　　　　　振込先：名取市陸上競技協会

　　　　　ゆうちょ銀行　記号：１８１５０　　番号：２００４３４０１

　　　　　他金融機関からの振込　店名：八一八　店番：８１８　普通預金　２００４３４０

　　　　　締切日：令和 ３ 年 １２ 月 １8 日（土）

［問い合わせ先］

　　・ 名取市陸上競技協会

　　　 ＴＥＬ　０８０－３１４０－０８６８　　　MAIL　 ｎａｔｏｒｉ．ｒｉｋｋｙｏｕ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

13 開催要項掲載

　　・ （一財）宮城陸上競技協会ホームページ（　http://jaaf-miyagi.com/　　）

　　・ （特非）名取市体育協会ホームページ（　http://natori-taikyou.or.jp/　　）

　　　　      第３６回宮城県女子駅伝競走大会開催要項

駅伝競走

一般・高校の部 中学の部

宮城陸上競技協会の競技者登録の有無は問わない

１３：００～

１０：００～

８：００～ ８：３０

１１：００～ １１：３０
受付時刻



一般・高校女子区間配置 中学女子区間配置
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■一般高校女子の部：1区（4Km）→2区（3Km）→3区(3Km)→4区(4Km)→5区(3Km)
■中学女子の部  ：1区（3Km）→2区（2Km）→3区(2Km)→4区(3Km)→5区(3Km)

宮城県女子駅伝競走大会会場見取図−１

B

A

A地点（ゴール、
中学第2中継所）

D地点（スタート、
一般高校第1中継所）

C地点（一般高校第2中継
所、中学第1・第3中継所）

B地点（一般高校第3・第4
中継所、中学第4中継所）
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１　競技規則について
　本大会は、2021年度公益財団法人日本陸上競技連盟規則（WA規則第43条TR５：シューズのル
　ール再改訂を適用）、及び同駅伝競走規準によって実施する。

２　オーダーについて
（１）正式オーダーは、監督会議の受付時に提出する事。
（２）各チームのオーダーは、監督会議終了時までに発表する。なお、オーダー提出後の選手変更
　　　は、プログラム記載の控え選手をその区間の交代として補充することが出来る。
（３）大会当日やむなくエントリー変更が生じた場合は、午前8時30分までに実施要項添付様式
　　　の選手変更届を大会総務（記録室）に提出すること。その際、病気の場合は医師の証明
　　　書、事故の場合は所属長、または監督の証明書を添えて提出すること。
３　競技について
（１）競技者は走行区分を走らなければならない。
　　　競技者が途中で競技を続行できなくなったとき、または中止させられた場合は、当該チー
　　　ムのその区間の競技を無効とする。次の区間から次走者をスタートさせることが出来る。
　　　この場合、 終走者から1分後のスタートとなり、そのチームはオープン参加として扱う。
　　　なお、中止した区間以外の区間記録は認められる。
（２）中継について
　　　中学の部、一般・高校の部の中継所は要項にある区間で実施する。
　　　繰り上げスタートは行わない。
（３）アスリートビブスについて
　　　１人２枚配布する。ユニフォームの胸部と背部にははっきり見えるようにつけること。
（４）タスキについて
　　　タスキは主催者が準備し、監督会議で各チームに渡す。
　　　タスキは必ず肩から斜め脇の下へ掛けなければならない。
　　　タスキ渡しに際して、前走者がタスキを外すのは中継所手前４００ｍから、次走者がタス
　　　キをかけるのは中継後２００ｍまでをおおよその目安とする。
　　　中継所でのタスキ渡し区域は、中継線から走る方向の２０ｍ以内の区域とする。
（５）招集について
　　　競技者は、各中継所において招集を行う。招集開始および招集完了時刻については、プロ
　　　グラム記載のとおり行う。招集時にはナンバーカードの確認を行う。第一走者はタスキも
　　　確認する。
（６）スタート順について
　　　スタートの並び方は監督会議で決定する。
４　その他について
（１）区間配置と荷物輸送について
　　　競技者の区間配置、収容は行いません、各自で中継所に移動すること。荷物の輸送も各チ
　　　ームごとに行う。次の区間の選手にゴール後の着替え等を預けておき、防寒に努めること。
（２）記録の発表、表彰について
　　　総合記録、区間記録はＷｅｂ上で発表する。アクセス方法は大会当日の受付で配付する。
　　　表彰は天候次第で変更があるが、天気が良い場合はゴール付近で行う。準備でき次第アナ
　　　ウンスをするので注意すること。
（３）宿泊について
　　　大会関係事務局等は一切宿泊の斡旋は致しません。必要な場合は各自で手配すること。

競　　技　　注　　意　　事　　項



宮城陸上競技協会

　大会主催者は以下に示すガイドラインに沿った運営を致します。つきましては、参加者の皆様にはガイド
ラインをご確認いただき、ご協力くださいますようお願い致します。
　なお、参加申込の提出した段階で、本ガイドラインに同意していただいたものと判断させていただきます。

【大会中止の基準】
１　緊急事態宣言が発令された場合。
　（１）不急不要の外出自粛が要請された場合。
　（２）都道府県をまたぐ移動の自粛が要請された場合。
　（３）店舗営業において自粛が要請された場合。
　（４）学校において部活動が認められない場合。
２　開催地においてイベントの開催が認められない場合。
３　その他、新型コロナウイルス感染に関連して不測の事態が生じた場合。
４　Ｊアラート発令や地震等の緊急事態により、競走の開始または継続が困難な場合。

【大会中止の場合の返金】
　上記の事情により大会中止が余儀なくされた場合、参加料を返金いたします。

【参加資格】
　以下のいずれかに該当する選手、チーム関係者（監督、スタッフ、応援部員）は参加を自粛すること。

１　新型コロナウイルス感染症の身体症状が確認された場合や体調が良くない場合。
　　（例：37.5℃を超える発熱、倦怠感や関節痛、咳、咽頭痛、臭覚、味覚異常など）
２　同居家族や身近な知人に感染症が疑われている場合。
３　過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該
　　在住者と濃厚接触がある場合。
４　保健所、または新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）より、陽性者との接触可能性が通知され
　　た場合。
５　感染症に対して不安がある場合。

【体調管理】
＜選手、チーム関係者＞
１　大会1週間前から大会当日まで、毎日検温と体調管理を義務づける。管理結果は、本協会指定書式にま
　　とめ、大会当日受付時に提出する。
２　大会終了後2週間は、毎日検温と体調管理を義務づける。管理結果は本協会指定書式にまとめておき、
　　新型コロナウイルス感染症症状が発症した場合は、書式と共に大会事務局に届け出る事（名取市陸上競
　　技協会）。

【会場における感染症対策】
１　沿道におけるチーム関係者以外の応援については自粛を要請する。
２　名取市サイクルスポーツセンターの入場について、記録室、選手審判控室への入室は、選手、競技役員、
　　補助員のみとする。
３　控室内や中継所等、各所に手指除菌剤を設置する。
４　大会関係者のマスク着用を義務づける。
５　医務係には、看護師を配置する。

【一般応援について】
　感染防止対策のため、サイクルセンター沿道における応援については拍手のみとする。
会場への立ち入りが出来るのは大会役員、競技役員、選手、チームの関係者（監督、スタッフ、応援部員、
選手移動の運転者）のみとし、一般の応援者は入場できません。
なお、競技中の走路は進入禁止とするので決められた車両以外は走行できません。

【個人情報の取り扱い】
１　本大会で取得した個人情報は、競技運営目的以外に感染症予防対策目的に使用する場合がある。
２　本大会で取得した情報は、大会主催者が保健所や医療機関などの第三者へ情報を提供する場合がある。
３　本大会で取得した個人情報は、大会終了後一ヶ月間保管する。
４　保管期間を過ぎた当該情報は、大会主催者が責任を持って適正かつ速やかに廃棄する。

【免責事項】
　大会主催者は出場選手、出場校関係者、競技運営関係者の感染に対するいかなる責任も負わない。
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