
第１７回国東市駅伝競走大会要項 

 

《大会趣旨》   

地区、地域間の親睦と交流を図り地域スポーツを促進するとともに、陸上競技者の 

拡大と競技力向上を図る。 

《主催》  

国東市、国東市教育委員会、国東市スポーツ協会 

《後援》 

大分合同新聞社 

《協力》 

国東警察署、交通安全協会各支部、交通指導員 国東市陸上競技協会 

国東市スポーツ推進委員協議会、アマチュア無線クラブ 

《日程等》 

１．大会日時     令和５年１月２２日（日） 

     (監督会議) １０：００  国見小学校教室 

             (スタート) １１：００  国見小学校正門先 

     (再スタート) １２：１５  富来開運橋 

     （監督会議） １４：３０  安岐総合支所応接室 

※今大会は新型コロナウイルス対策で開閉会式は実施しない。 

※大会結果は、監督会議及び国東市ホームページで発表する。 

 

２．出走名簿提出   令和５年１月１６日（月） １２時まで  

(オーダー表)   電子ファイルで大会事務局に提出（期日厳守） 

         スポーツ協会事務局 清原  

         Mail:kiyohara.toshiki@city.kunisaki.lg.jp 

          様式は、代表者会議終了後、国東市ホームページの駅伝大会 

告知ページから様式をダウンロード 

３．監督会議     令和５年１月１８日（水）１８時３０分から開催 

             アストくにさき マルチホール 

補助金・出走表等を配布（要印鑑） 

《大会コース》 

   国見    ４区間  ６.２４㎞ 

国見小学校前正門先スタート 岐部神社北フィニッシュ 

   国東―安岐１２区間 １９.８６㎞ 

富来開運橋再スタート 安岐総合支所東フィニッシュ 

    計   １６区間 ２６.１０㎞ 

 

《競走規程》 

１．競走 

    小学校区対抗とする。 
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２．競技者資格 

  ①国東市内に在住する者、または県内在住で国東市内の小学校を卒業した者 

②家族、職場等と十分協議し、新型コロナウイルス等の感染リスクを考慮のうえ、 

自らの意思で参加することに同意した者 

③未成年者は保護者の同意を得た者（承諾書の提出：１月１８日（水）まで） 

３．チーム編成 

①各小学校区に在住する、または、その小学校を卒業した(統合前の小学校を含む） 

競技者をもってチーム編成を行う。 

    ②各小学校区で複数チームの参加を認める。 

③各年齢区分の競技者数は小学生男子１名、小学生女子１名、中学生男子１名、 

中学生女子１名、女子１名、１９歳以下１名 ２０歳以上２名、３０歳以上２名、 

４０歳以上２名、５０歳以上（または小学生）１名 年齢性別不問 ３名 の計 

１６名とする。 

④出場区分の年齢は令和４年４月１日の満年齢とする。 

⑤出場しない小学校区に属する者は、他の小学校区の競技者となることができる。 

４．出走 

①出走名簿提出後の競技者の変更及び区間入れ替えは、病気・事故等緊急の場合 

に限り、当日の監督会議で了承を得て、これを認める。 

②競技途中、競技者が事故等により棄権となった場合は、その区間最下位選手の 

記録に２分加えたものをチーム記録とする。 

③競技者に不正があった場合は、不正区間及びチーム記録を認めずオープン参加 

とする。但し、その他の選手については区間記録を認め個人賞の対象とする。 

５．表彰 

①総合順位３位及び各部順位３位、躍進賞３位までのチームを表彰する。 

②各区間第１位の選手には区間賞、その他各部の第１位の選手には努力賞を授与す 

る。 

③通算出場回数が１０回となった選手を表彰する。 

④正式結果は、後日監督あて郵送、及び国東市ホームページ上で発表する。 

６．新型コロナウイルス感染予防対策 

（詳細は別紙「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策」） 

  ①各チーム監督は以下の感染予防対策を選手・チーム関係者に確実に伝えること 

また、選手・チーム関係者は遵守すること 

  ・選手は出場に際し所定の様式で大会前１週間の健康申告を行う。 

  ・参加者は常に３密回避、１ｍ以上の間隔の確保を心がける。 

  ・運動（競技、ウォーミングアップ、クールダウン）中以外は必ずマスクを 

着用する。 

  ・十分な手洗い手指消毒を行う。 

  ・大声での会話・応援はしない。 

    ・選手は４５ℓのビニール袋を用意し、競技終了後、使用した衣服、シューズ、 

バッグ等をすべて入れて持ち帰ること。 

・選手・チーム関係者は、競技終了後速やかに帰宅すること。   
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《その他》 

１．伴走は一切認めない。 

２．「たすき」及びアスリートビブス（ナンバーカード）は大会事務局が用意する。競技 

者はアスリートビブスを背と胸につけ、「たすき」で引き継ぐこと。 

３．競技者がレース途中で事故が起きた場合、全国町村会総合賠償保険制度の範囲内で 

保障する。なお、大会前練習中の事故については当事者の責任において対処するもの 

とする。 

 可能であれば、チームごとに「スポーツ安全保険」やイベント保険等の傷害保険へ 

加入すること。 

４．前回結果により、今回大会は部別を下記のとおり分ける。（出場チームは未確定） 

  【Ａ部 たすき赤】安岐中央Ａ、富来・来浦Ａ、旭日、小原、国東、武蔵Ａ、国見Ａ 

  【Ｂ部 たすき青】安岐Ａ、国見Ｂ、安岐中央Ｂ、富来・来浦Ｂ、城崎、武蔵Ｂ、 

安岐Ｂ、安岐中央Ｃ、安岐中央Ｄ 

  ５．大会中止の判断 
    ①積雪等により道路使用不能の場合 
    ②新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて日本国政府が布告する「緊急事 

態宣言」または、「まん延防止等重点措置」が大分県に発令された場合 
    ③参加予定チームの半数以上が出場できなくなった場合 
    ※①による中止の場合は、当日７時００分に事務局にて判断し、監督に連絡、防災 

行政無線にて放送します。 
     その他の場合は、速やかに連絡します。 
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【スタート】 １１：００

区間 距離／km 通過予定時刻

１区 1.03 ～ １１：０３

２区 1.01 ～ １１：０６

３区 1.42 ～ １１：１０

４区 2.78 ～ １１：１９

【再スタート】 １２：１５

区間 距離／km 通過予定時刻

５区 1.64 ～ １２：２０

６区 1.87 ～ １２：２６

７区 1.00 ～ １２：２９

８区 1.41 ～ １２：３４

９区 2.39 ～ １２：４２

１０区 1.17 ～ １２：４４

１１区 1.65 ～ １２：５３

１２区 1.40 ～ １２：５７

１３区 1.30 ～ １３：０１

１４区 2.50 ～ １３：０９

１５区 1.61 ～ １３：１４

１６区 1.92 ～ １３：２２

㈱テクノ安岐
物流センター

安岐浄化センター前 ３０歳以上

安岐浄化センター前 安岐総合支所 ２０歳以上

嘉宴（旧飛翔閣） 中村果樹園 ４０歳以上

中村果樹園
㈱テクノ安岐
物流センター

フリー（年齢・性別不問）

旧ＪＡ旭日支所前 松原モータース ３０歳以上

松原モータース 嘉宴（旧飛翔閣） 中学生女子

国東郵便局 仏の里 フリー（年齢・性別不問）

仏の里 旧ＪＡ旭日支所前 ５０歳以上（又は小学生）

国東中学校裏門 田深フェリー基地 小学生女子

田深フェリー基地 国東郵便局 ４０歳以上

富来開運橋 長浜バス停前 １９歳以下（中学生含む）

長浜バス停前 国東中学校裏門 ２０歳以上

国見Ｂ＆Ｇ海洋センター 岐部神社 フリー（年齢・性別不問）

富来開運橋

区　　　　　間 区　　　分

旧国東高校双国校前 国見総合支所前 女子（年齢不問）

国見総合支所前 国見Ｂ＆Ｇ海洋センター 中学生男子

第１７回大会コース

国見小学校正門先

区　　　　　間 区　　　分

国見小学校正門先 旧国東高校双国校前 小学生男子
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【別紙：国東市駅伝競走大会】

≪注意事項・厳守事項≫

（１）

（２）

（３）

（４）

　　
（５）　競技前後はもちろん常に十分な手洗い、手指消毒をしてください。

　　　
（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

（12）　上記記載内容に、協力を得られない参加者は、他の参加者の安全を確保する等の
観点から、競技会への参加を取り消し、途中退場を求めることがあります。ご了承
ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策

　選手、スタッフのみの参加とし沿道での声を出しての応援はご遠慮ください。

　大会１週間前からの健康状態を体調管理項目に従って管理し、大会参加者は、各
中継所にて、参加同意と健康申告を提出してください。

　常に３密回避を心がけ、常にフィジカルディスタンス（１ｍ以上の間隔）を心が
けてください（受付、チーム待機所、トイレ等）。

　運動中（競技中、ウォーミングアップ、クールダウン）以外は、必ずマスクを着
用してください。

　会場内・付近には、感染拡大防止のため、更衣室が準備できません。更衣につい
ては、各自でお願いします。

　各自４５ℓのビニール袋を用意してください。会場には、出走できる格好で来場
し、スタート前は、着替え等をビニール袋に入れて自己管理してください。（他人
の衣類を触らない！！）

　感染拡大防止のため会場には『ゴミ箱』を設置できません。マスクも含め、全て
のごみは必ず各自責任をもって自宅に持ち帰ってください。

　ウォーミングアップは、集団で行わず必ず個人で行ってください。また、不必要
な会話は避けてください。

　熱中症予防のためにこまめに水分を補給してください。水分補給の際は、人との
距離を２ｍ以上あけて行う。水分の回し飲みはしないでください。

　各自競技終了後、感染拡大防止のため、速やかに撤収をお願します（大会スタッ
フを除く）。

6




