
 

新春の伊勢原に健脚を競う 

第４０回伊勢原駅伝競走大会開催要項 
 

１  目  的 

  市民スポーツの祭典として駅伝競走大会を開催し、健康・体力づくりの推進と市民の連携意識を高め、 

  明るく健康的な市民生活の実現を図る。 

 

２  主  催  伊勢原市、伊勢原市スポーツ協会 

 

３  主  管  伊勢原市陸上競技協会、伊勢原市スポーツ推進委員協議会、伊勢原市スポーツ少年団 

 

４  協  賛  専修大学    

 

５  後  援  各地区（学区）体力づくり振興会 

 

６  協  力  伊勢原警察署、伊勢原交通安全協会 

 

７  大会実施条件  （１）外出自粛等を伴う新型コロナウイルス緊急事態宣言等が神奈川県において解除されて 

いること。 

         （２）国や県、市等の新型コロナウイルス感染症対処方針等において、本大会がイベント開催 

条件を満たしていること。  

         （３）大会に関わる全ての人の健康状態の管理体制を整えていること。 

          ※感染状況によっては開催中止となる場合があります。 

 

８  期  日  令和５年１月１５日（日） 

        雨天決行（ただし、荒天時の対応は、午前７時に市体育館１階ホールで各チーム代表者と 

主催者の協議により決定する。） 

※ミニ駅伝は、雨天中止とする。 

 ミニ駅伝（専修大学伊勢原総合グラウンド） 伊勢原駅伝（市総合運動公園） 

受付 午前７時２０分～７時５０分 午前８時２０分～８時５０分  

開会式 午前 8 時 00 分 午前 9 時０0 分 

発走 午前 8 時 30 分（女子の部） 

午前 9 時 10 分（男子の部） 

午前１０時００分 

終了 午前 1０時 00 分 予定 午後１２時３０分 予定 

 

９  走  路 

＜伊勢原駅伝＞ 

 総合運動公園をスタート・フィニッシュ、東富岡・粟窪地区を周回するコース 

（第２区、４区の中継は、東富岡中継所で行う） 

     ・第１区   ３．７２㎞     ・第２区   ２．２３㎞ 

     ・第３区   ３．５７㎞     ・第４区   ２．２３㎞ 

     ・第５区   ５．８０㎞        合計 １７．５５㎞ 



＜ミニ駅伝＞ 

専修大学伊勢原総合グラウンドをスタート・中継所・フィニッシュとし、 

専修大学総合グラウンドの外周を周回するコース （１．３ｋm） 

   ・第１区～５区合計 ６．５㎞ 

 

１０  種  別 

（１）伊勢原駅伝  ①地区対抗の部     ②一般の部 

（２）ミニ駅伝   ①小学生男子の部    ②小学生女子の部 

         

１１ チーム編成 

   監督 1 名、選手５名、補欠２名の合計８名以内とする。 

   ※選手（補欠含め）は複数チームに登録することはできない。 

   ※伊勢原駅伝一般の部について、各団体 3 チームまでとします。 

 

１２ 参加資格 

  ＜伊勢原駅伝＞ 

  （１）令和４年１０月１日以前から伊勢原市内に在住、在勤、在学している中学生以上の者とし、違反 

チームは失格とする。 

  （２）現在市内に住所を有しない大学生、高校生の参加については、帰省地である地区（学区）からの 

     参加を認める。 

  （３）監督は２０歳以上の者とする。また地区の部と一般の部を兼ねることはできない。 

  （４）地区対抗の部出場チームは、全員が同じ体力づくり振興会地域に在住している者で編成する。 

     ただし、中・高校生の出場は１チーム２名以内とする。 

  （５）一般の部出場チームは、会社、工場、官公庁、学校及びその他の団体とする。ただし、各種団体、 

     クラブ等に所属していても(１)に該当しない者は出場できない。 

  （６）地区対抗の部、一般の部の両方での参加申込は認めない。地区対抗の部、一般の部の両方に参加資格 

     を持つ者は、地区対抗の部からの出場を原則優先とする。 

  （７）中学生の出走は、各部とも第５区以外とする。 

  ＜ミニ駅伝＞ 

     市内在住者及び伊勢原市スポーツ少年団に登録している、小学５・６年生で編成されたチームと

し、男子の部及び女子の部で実施する。なお、男子の部は男女混合チームでも認める。 

     ※参加人数がどうしても充たない場合のみ、小学４年生の参加を認める。 

      （小学４年生のみで構成されたチームは不可。） 

 

１３ 参 加 費  無 料 

 

１４ 参加申込・区間固定及び提出先 

  （１）参加申込締切  令和４年１２月 9 日（金）午後５時必着 

    ※提出後の変更はできません。 

  （２）提 出 先 

     〒２５９－１１８８ 伊勢原市田中３４８番地 

     伊勢原市保健福祉部スポーツ課（市役所分室２階） 

     （メール）sports@isehara-city.jp 

     （ＦＡＸ）９３-８３８９ → 送信後に必ず電話確認してください。 

     （電 話）９４－４６２８ 

      ※スポーツ課からの返信（メール・通知等）をもって申込完了としますので、返信内容を当日まで 

       保管いただけますようお願いします。確認できない場合は申込不備となることがあります。 
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      ※直接持参される場合及びファックスによる申込は、月曜日～金曜日の午前８時３０分から 

午後５時００分までにお願いします。 

      ※ミニ駅伝参加者と伊勢原駅伝に参加の中学生、高校生は保護者の出場承諾書を１２月 9 日まで

にスポーツ課に提出ください。 

       （印鑑が不要となりましたので、ファックス送信も可能です） 

  （３）区間固定締切  令和５年１月５日（木）正午（期限厳守） 

             ※年末年始（１２月２８日～１月３日）は受け付けできません。 

 

１５ 代表者・監督説明会 

    ・日時  令和４年１２月２２日（木）午後７時００分から 

    ・場所  伊勢原市役所 ２階 ２Ｃ・２Ｄ会議室 

    ※ 運営上の注意等を確認する会議ですので、必ず出席してください。 

      監督等代表者が出席できない場合は、代理出席可能です。 

    ※ 感染防止の観点から、参加者は各チーム１名までとします。 

 

１６ 表  彰 

 ＜伊勢原駅伝＞ 

  （１）各部とも第１位から第６位までに賞状を授与する。 

  （２）区間最高記録者に区間賞を授与する。 

 ＜ミニ駅伝＞ 

   各部とも第 1 位から第 6 位までに賞状と賞品を授与する。 

 

 

 

１７ 競技規定 

  （１）主催者は大会開催要項に則して開催します。 

  （２）競技は２０２２年日本陸上競技連盟競技規則に準拠します。また感染対策については駅伝に 

ついてのガイダンスに準拠します。 

  （３）アスリートビブス（ナンバーカード）は、胸と背にそれぞれつけてください。 

  （４）正選手相互の変更は認めない。参加資格等に偽りがあった場合は失格とし、表彰後においてもこれを 

     取り消しします。 

  （５）競技は、１人１区間の駅伝リレー方式とし区間の引継はタスキをもっておこなう。 

  （６）引継は、中継線後２０ｍ間においておこなう。 

  （７）中継所において、先頭より概ね１５分経過したチームは繰り上げ出発を行う。 

  （８）伴走及びこれに類する行為は一切認めない。 

  （９）選手は、規定された道路の左側端を走行すること。 

  （10）選手及び応援者は、警察官、交通指導員及び走路員の指示に従うこと。 

  （11）競技中に体調が悪くなった場合、最寄りの競技役員に申し出てください。 

  （12）審判員は、競技続行不可能と判断した走者に対しては、競技を中止させる場合があります。 

 

１８ 注意事項 

  （１）主催者は傷病や紛失、その他の事故に対し、応急処置を除いて一切の責任を負わない。 

  （２）以下のチームは失格とする。 

    ①参加申込、区間固定の期限に必要書類を提出しないチーム。 

    ②代表者・監督説明会に出席しないチーム。 

  （３）各チームの車両は、主催者が指示する駐車場（総合運動公園及び三間広場内に設けられた場所） 

     に停めること。 

  （４）走行上の注意は、代表者・監督説明会時及び当日指示する。 



  （５）アスリートビブス（ナンバーカード）番号は、代表者・監督説明会時において報告する。 

  （６）アスリートビブス（ナンバーカード）用布は、主催者側から代表者・監督説明会時に配布するので、 

     次のとおり各チームで作成すること。 

  （７）安全ピンは各自で用意してください。（前後 計８本） 

  （８）アスリートビブス（ナンバーカード）の色は、次のとおり。文字の色は黒で統一。 

     文字や番号は大きくはっきりと書くこと。 

① 伊勢原駅伝…第１区・３区 白色   

第２区・４区 桃色 

第５区    黄色 

②  ミニ駅伝……第１区～第４区 白布 

       第５区は黄布 

  （９）大会当日監督は、ミニ駅伝は午前７時５0 分、伊勢原駅伝は８時５０分までに受付に参加の報告を 

するとともにタスキを受領すること。また、選手変更がある場合は、選手変更届を提出すること。 

  （10）競技終了後、各チームの監督は自己チームのタスキを受付に返却すること。 

  （11）大会中の映像、写真、記事、記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者 

     に属します。 

  （12）主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、個人 

     情報を取り扱います。 

  （13）駐車場は必ず総合運動公園内及び三間広場内に設けられた場所を使用すること。 

※専修大学の敷地内には駐車することはできません。 

  （14）競技終了後、会場に残らずできるだけ早く帰宅してください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番  号 

 チーム名 



 

 

 

【新型コロナウイルス感染防止対策について】 

（１） 本大会にて、観戦・応援をされる方は各自感染防止対策を徹底していただくようお願いします。 

（団体代表者は周知徹底をお願いします。） 

 

（２） 閉会式と表彰式は行いません。 

 

（３） 全ての大会関係者(大会役員・審判員・補助員・引率者・選手)にマスクの着用を義務付ける。 

 

（４） 全ての大会関係者(大会役員・審判員・補助員・引率者・選手)に１週間前からの体調管理を義務付ける。 

 

（５） 下記の者の参加を制限する。（参加を認めません） 

・発熱（３７．５度以上）や体調管理チェックシートに〇がある者。 

・同居家族や身近な人に、感染が疑われる人がいる者。 

・大会開催日３週間前の時点、もしくはそれ以降にＰＣＲ検査、抗原検査等で陽性反応がある者。 

 

（６） 大会当日の受付は代表者１名のみとし、「参加状況報告書」を提出すること。（下記、体調管理チェック

シートガイダンス参照） 

 

（７） ウォームアップ時や競技中以外は、必ずマスクを着用すること。 

 

（８） 会場内では、こまめな手指消毒等の消毒を実施すること。 

 

（９） 飲料水は各自で用意してください。（共用の禁止） 

 

 （10）大会中、可能な限り会話を減らし、大きな声での会話、応援等をしないこと。 

 

 （11）密を緩和する為に、スタート・フィニッシュ・中継所内の動線を区分けします。また、指定された 

コール時間前に中継所へ立ち入ることを禁止する。 

 

 （12）スタート・フィニッシュ・中継所に入れる者は、大会役員・審判員・補助員・選手に限定し、付添人の

立ち入りを禁止する。 

 

 （13）タスキを受け渡して競技を終了した選手は、手指等の消毒や洗浄をおこなうこと。 

 

 （14）競技終了後の記録の掲示、表彰式を行わない。結果はＨＰにて掲載し、賞状等は、後日スポーツ課窓口

で配布する。 

 

 （15）大会終了後２週間以内に、万が一、新型コロナウイルス感染者が出た場合は、速やかに発生状況と 

濃厚接触者の有無を事務局に報告すること。 

 

 （16）感染防止や他の参加者の安全確保のため、主催者が決めた措置は遵守し、大会役員・審判員・補助員の

指示に従うこと。（安全確保が困難だと判断された場合は出場辞退を要請する場合があります。 

 

※伊勢原駅伝競走大会開催の重要事項です。 

必ずお読みください。 
 



◇体調管理チェックシートガイダンス  

 

① 事前の体調確認 

団体スタッフ・引率者・参加者は「提出用 新型コロナウイルス感染症についての体調管理チ

ェックシート」を使用し当日を含む８日間の体調管理チェックを行う。 

確認期間 １月８日（日）～１月１５日（日） 

※選手だけでなく引率者の体調確認も必要です。 

 

②大会当日 

 参加者は、①の体調管理チェックシートと「参加確認書」を団体代表者へ提出する。 

 代表者は上記①及び②を集め記載内容を確認、引率者も含め「参加状況報告書」に記入し受

付に提出する。 

（体調管理チェックシートと参加確認書は代表者がおおむね１ヵ月保管をする） 

 

③大会終了後 

   団体スタッフ・参加者は大会後２週間の健康観察を行う。 

   団体スタッフは行動記録表に当日の行動を記録する。（提出は不要） 

※各用紙は市ホームページよりダウンロードする事ができます。 

 

ご不明な点がありましたら、以下問い合わせ先までご連絡ください。 

 

＜問い合わせ先＞                

 伊勢原市保健福祉部スポーツ課（市役所分室２階） 

                       （メール）sports@isehara-city.jp 

（電 話）９４－４６２８ 

（ＦＡＸ）９４－８３８９ 
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