
 

 

 

相模原駅伝競走大会 

～参加者通知～ 

 
 
 
 



第８０回相模原駅伝競走大会について 

（参加チーム・参加選手への注意事項及び禁止事項について） 

 

大会運営にあたり、ルールを厳守し、安全に実施できますよう、皆さまの御協力をお願い致します。チーム

申込責任者の方は、お手数ですが、監督・選手等関係者の皆様に御周知くださるようお願い致します。注意事

項及び役員の指示に従わない場合は、失格となる恐れがございますので、御承知ください。 

 

 

 

 

 １． 新型コロナウイルス感染症対策について 

～参加者の新型コロナウイルス感染症対策について～ 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、以下の事項をお守りください。 

 

１．人数制限 

（１）当日のコース沿道での観戦等は控えてください。 

（２）ギオンスタジアムに入場できるのは申込用紙に記載された以下の方とします。 

     ア．監督 

     イ．選手（補欠選手含む） 

     ウ．申込責任者 

※1チームにつき１０名までスタジアム内に入場可能です。 

（３）当日受付時に配付されるリストバンドを必ず着用してください。（競技中も含む） 

    ※健康チェックシートが提出された人数分のリストバンドを配布します。 

（４）スタジアム内に再入場する際は、スタッフがリストバンドをチェックします。 

２．受付 

（１）三密回避のため、種別毎に受付ブースを設けます。（次ページ参照） 

（２）受付（区間変更、ナンバーカードの受取、人数分のチェックシートの提出）は、代表者のみが行ってく 

ださい。 

     （３）スタジアム内に入場する方全員の健康チェックシートを提出してください。 

（４）受付時、代表者以外の方は密とならないように待機してください。場所は受付の近くでなくても構いま 

せん。 

   ○手順 

①チーム代表者が受付を行い以下の物を提出 

       ア．申込用紙（区間変更記載のもの） イ．来場者のチェックシート 

     ②チーム代表者は受付で次の物を受け取る。 

       ア．リストバンド  イ．たすき、ナンバーカード 

     ③チーム代表者は受付で受け取った物を選手等に配付し、リストバンドを着用してから、メインスタンド 

入り口でスタッフのチェックを受け、メインスタンドに入る。 

３．消毒 

    （１）受付時、競技場入場時、コール時は必ず手指の消毒をしてください。 

 

４．マスクの着用 

  （１）ウォーミングアップ及び競技中以外はマスクを着用してください。 

 

【問合せ先】 

公益財団法人相模原市スポーツ協会 ＴＥＬ ０４２－７５１－５５５２ 

               ＦＡＸ ０４２－７５１－５５４５ 
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 ２． 交通規制時間を超えた場合の対応について 

     警察の指導により、交通規制時間（午前８時３０分～正午）を超えた場合は、競技中のチームは、

大会主催者の判断により、「途中棄権」扱いとしますので、ご了承ください。 

３． 確認事項について 

     御提出いただきました「参加申込書」をもとに別紙「メンバー表」を作成しました。 

お名前等に間違えがないか御確認をお願い致します。なお、間違え等ありましたら、市スポーツ 

協会に御連絡ください。 

※新たなメンバーの追加、変更及び違うチームの選手同士を入れ替えることはできません。 

４． 大会実施の可否について 

      本大会は、降雪等により走者の安全が確保できない場合及び公共交通機関の運休により選手が会場 

に来られない場合を除き実施致します。なお、実施の可否は、当日午前６時００分以降に市スポー 

ツ協会にお問い合わせください。 

５． 来場について 

会場周辺の駐車場には限りがございますので、公共交通機関でお越しください。なお、交通規制に 

伴い、正午頃までは、第１・第２・第５駐車場の入出庫及び車両の 

移動はできませんので御注意ください。 

６． 受付について 

   （１）当日の受付は競技場園路で下記の図のとおり、種別によって分けて行います。 

午前７時３０分～午前８時００分となります。（時間厳守） 
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（２）受付で今回返却した「参加申込書」に「区間配置」を記入し、必ず持参してください。事前に「区 

間配置」が確定できる場合は大会１週間前～前日の午後４時００分までに市スポーツ協会に FAX 

で送信してください。 

    （３）複数チームで参加の場合は、必ず「種別」や「ナンバーカード」などを確認して着用してくださ 

い。間違えた場合は計測ができません。 

７． 開会式・表彰式について 

（１）開会式及び表彰式は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施しません。表彰対象者は、 

集計終了後アナウンスいたしますので、本部室までお越し下さい。 

（２）前回大会優勝チームは、大会当日に大会本部（相模原ギオンスタジアム会議室４）まで、 

優勝杯をお持ちくださいますようお願いいたします。 

（３）結果（速報）については、相模原市スポーツ協会ホームページ及び以下の Facebookページに掲載 

します。結果（正式版）は後日、相模原市スポーツ協会のホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

８． ウォーミングアップについて 

     ウォーミングアップは、相模原ギオンフィールドを御利用ください。また、ギオンフィールドの入 

り口は大会コースとなっておりますので、横断の際は十分ご注意ください。 

所定の場所以外でのウォーキングアップは禁止となっております。 

９． 中継所について 

  （１）貴重品の管理は各自でお願いします。たとえ盗難が起きても、大会主催者等は一切責任を負いませ 

んので御了承ください。 

  （２）中継所では、前区間走者が到着しているのに、次走者がいないという事態が毎年発生しております。 

「たすき」の受け取りをスムーズに行うために、早めに次走者待機場所に移動し、待機してください。 

また、他のチームの中継を妨げるような行為は行わないでください。 

１０． コース表記・スタート・コール時間について 

コース表記 種別名 スタート時刻 コール時間 

外周 一般 Aの部、高校の部 午前 9時 10分 
５ページ 

「タイムスケジュール」（予定）

参照 
内周 

一般 Bの部 午前 9時 20分 

女子の部、中学生男子の部 

中学生女子の部 
午前 10時 30分 

  ※コール時間に間に合わない場合は失格となりますのでご了承ください。 

１１． 繰り上げスタートについて 

（１）「外周」は３区・５区で先頭が通過して１０分をもって繰り上げスタートとなります。 

（２）「内周」は４区で先頭が通過して２５分をもって繰り上げスタートとなります。 
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１２． コースについて ※１４・１５ページ「コース図参照」 

  ※コースについては選手が責任をもって覚えて走って下さい。走路員については、最低限の安全確保と、

誘導しかしません。 

（１）【全種別共通事項】 

ア．参加選手は、一部（折り返し地点付近など）を除き「左車線」の「左側」を走行してください。 

歩道は大会コースではありません。（コース内の交通規制箇所についても、関係車両や緊急車 

両が走行する場合がありますので、その際は、御協力をお願い致します。） 

イ．Ｊ地点は分岐点となります。コース間違えには御注意ください。 

  Ｂ地点方面から来た「一般Ａの部」「高校の部」の走者は右折し、ウッドチップコース方面に 

進みます。ウッドチップコース終点（Ｎ地点）方面から来た走者は競技場内へ進みます。 

  Ｂ地点方面から来た「一般Ｂの部」、「女子の部」、「中学生男子の部」、「中学生女子の 

部」の走者は、左折し、競技場内へ進みます。 

ウ．Ｊ地点は合流地点となります。合流の際は御注意ください。 

   エ. コースは事前によく確認ください。コース間違いの場合は失格となることがあります。 

（２）【「外周」及び中継について】 

   ア．ウッドチップコースの排水溝舗装（コンクリート）部分は大会コースではありません。 

イ．『１区』 

相模原ギオンスタジアム内を２９４メートル走行し、Ａ地点（Ｂゲート）から出ます。 

その後、相模原ギオンスタジアム脇のジョギングコースと公園メインエントランスを抜 

け、Ｂ地点で車道に入り直進し、Ｃ地点を右折します。 

Ｄ地点「相模原麻溝公園西信号」交差点を左折してください。 

Ｅ地点「相模原麻溝公園東信号」交差点を左折してください。 

Ｆ地点「相模原麻溝公園前信号」交差点を左折してください。 

Ｇ地点「女子美術大学前信号」を右折してください。 

Ｈ地点「女子美大グラウンド前信号」交差点を直進し、Ｉ地点を折り返します。 

※Ｈ地点からＩ地点の区間は車線の右側通行となります。カラーコーンで仕切られてお 

りますのでコース間違えや逆走にご注意下さい。 

I地点を折り返し後、Ｈ地点「女子美大グラウンド前信号」交差点を右折します。 

Ｂ地点を右折し相模原ギオンスタジアムジョギングコースに入ります。 

Ｊ地点を右折しウッドチップコースに向かいます。Ｋ地点からＬ地点、Ｍ地点からＮ地 

点はウッドチップコースを走行します。※Ｌ地点からＭ地点は芝生コースを走行します。 

 Ｎ地点からジョギングコースを走行し、Ｊ地点を右折し、競技場内へ入って行きます。 

 競技内の中継ゾーンでたすきを渡して下さい。なお、中継所手前で種別の振り分けを行 

 うことがありますのでその際は誘導に従い、中継ゾーンに入って下さい。 

ウ．『２区、３区、４区、５区』 

相模原ギオンスタジアム中継ゾーンでたすきを受け取り、Ｂゲートを出ます。 

その後は、１区と同じコースになります。最終区間５区の走者は中継ラインがフィニッ 

シュラインとなります。 
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（３） 【「内周」及び中継について】 

ア．『１区』 

相模原ギオンスタジアム内を２００メートル走行し、Ａ地点（Ｂゲート）から出ます。 

その後、相模原ギオンスタジアム脇のジョギングコースと公園メインエントランスを抜け、 

Ｂ地点で車道に入り直進し、Ｃ地点を右折します。 

Ｄ地点「相模原麻溝公園西信号」交差点を左折してください。 

Ｅ地点「相模原麻溝公園東信号」交差点を左折してください。 

Ｆ地点「相模原麻溝公園前信号」交差点を左折してください。 

Ｇ地点「女子美術大学前信号」を右折してください。 

Ｈ地点「女子美大グラウンド前信号」交差点を直進し、Ｉ地点を折り返します。 

※Ｈ地点からＩ地点の区間は車線の右側通行となります。カラーコーンで仕切られておりますの 

でコース間違えや逆走にご注意下さい。 

I地点を折り返し後、Ｈ地点「女子美大グラウンド前信号」交差点を右折します。 

Ｂ地点を右折し相模原ギオンスタジアムジョギングコースに入ります。 

Ｊ地点を左折し競技場内へ入って行きます。 

 競技内の中継ゾーンでたすきを渡して下さい。なお、中継所手前で種別の振り分けを行うことが 

ありますのでその際は誘導に従い、中継ゾーンに入って下さい。 

イ．『２区、３区、４区、５区』 

相模原ギオンスタジアム中継ゾーンでたすきを受け取り、Ｂゲートをでます。 

その後は、１区と同じコースになります。最終区間５区の走者は中継ラインがフィニッシュライ 

ンとなります。 

１３． たすきの返却について 

  （１）「たすき」は、フィニッシュ時に回収します。なお、たすきの返却が確認できない場合は、実費分 

（４，５００円）を負担していただきます。 

１４． 応援・伴走・試走について 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、声を出しての応援は行わないで下さい。 

また、いかなる場合も交通の支障・選手の走路妨害となる行為は絶対に行わないでください。 

（２）当日の試走・伴走は認めません。 

（３）大会前日までの試走については、近隣住民及び一般車両に迷惑とならないようにしてください。 

１５． その他 

（１）参加者の健康管理には十分気をつけてください。 

（２）主催者は応急処置を行いますが、その他一切責任は負いかねます。 

（３）周辺の施設や畑、コンビニ、駅等へゴミを捨てて帰らないよう、ゴミのお持ち帰りに御協力くだ 

さい。 

（４）主催者が示す新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。ご協力いただけない 

場合は、出場を認めない場合もありますのでご了承ください。（その際、参加費の返金等も行いま 

せん） 

（５）大会本部室前は関係者以外立ち入り禁止です。 
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タイムスケジュール（予定） 

時間 内     容 

６：００～ 
荒天時実施可否の電話確認 

(公益財団法人相模原市スポーツ協会０４２－７５１－５５５２) 

６：３０ 相模原ギオンスタジアム駐車場開場 

７：００ 相模原ギオンスタジアム観覧席開放 

７：３０～８：００ 

大会受付 

外周走者第１次コール（受付） 

内周第２走者以降の選手最終コール（受付） 

８：３０～ 交通規制開始 

５０ 「一般Ａ」「高校」：第１走者最終コール（スタート地点） 

９：００ 「一般 B」：第１走者最終コール（スタート地点） 

０５ 
「一般Ａ」「高校」：2 区最終コール（相模原ギオンスタジアム中

継所） 

１０ 「一般Ａ」「高校」：スタート 

２０ 「一般 B」：スタート  

２０ 
「一般Ａ」「高校」：3 区最終コール（相模原ギオンスタジアム中

継所） 

３５ 
「一般Ａ」「高校」：4 区最終コール（相模原ギオンスタジアム中

継所） 

５０ 
「一般Ａ」「高校」：5 区最終コール（相模原ギオンスタジアム中

継所） 

１０：（０５頃） 「一般 B」：先頭フィニッシュ 

１０ 
「女子」、「中学生男子」、「中学生女子」：第１走者最終コール

（スタート地点） 

  ：（２８頃） 「一般Ａ」「高校」：先頭フィニッシュ 

３０ 「女子」、「中学生男子」、「中学生女子」：スタート  

（５１頃） 「一般Ａ」「高校」：最後尾フィニッシュ  

（５３頃） 「一般 B」：最後尾フィニッシュ 

１１：（１９頃） 「女子」、「中学生男子」、「中学生女子」：先頭フィニッシュ 

１２：（００頃） 「女子」、「中学生男子」、「中学生女子」：最後尾フィニッシュ 

表彰式は行いません。 

最終ランナーがコース通過後は、安全を確認の上すみやかに交通規制を解除いたします。（最終ラン 

ナーが競技場敷地内に入ったら、「一斉解除」） 
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①たすきは大会当日の受付時にお渡しします。 

②たすきにはチップが取り付けられています。受付後に各自ご確認下さい。たすきは配付された状態のままで、 

 肩からかけて出走してください。 

③チップはたすきから決して外さないで下さい。 

 もし外れてしまった場合は大会本部までお越し下さい。 

④出走されない場合は大会受付場所に「たすき」を返却してください。 

⑤たすき及びチップはフィニッシュ後に大会受付場所に返却して下さい。レース集計作業終了後に種別毎のリ 

ザルトと引き替えとなります。 

⑥チップはテレビやパソコンに近づけないで下さい。 

 万が一、チップを紛失されたり、持ち帰られたりした場合、後日実費（４，５００円）を御請求させていた 

だきます。必ず返却をお願いいたします。 

 

 ～誤ってご自宅に持ち帰られてしまった場合は下記まで郵送して下さい～ 

  〒２５２－０２３６ 神奈川県相模原市中央区富士見６－６－２３ 

  公益財団法人相模原市スポーツ協会 相模原駅伝 担当者あて 

  電話 ０４２－７５１－５５５２ 

  ※郵送費はご負担下さい。 
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第８０回相模原駅伝競走大会開催要項 
 

１ 趣 旨 

駅伝競走を通してチームの団結と不屈の精神を養い、あわせて体力の向上と陸上競技の普及発展を図ることを目

的とする。 

２ 主 催 

相模原市 

公益財団法人相模原市スポーツ協会 

３ 共 催 

相模原市教育委員会 

４ 主 管 

相模原市陸上競技協会 

５ 後 援 

朝日新聞社 

神奈川新聞社 

北相地区高等学校体育連盟 

相模原市スポーツ推進委員連絡協議会 

相模原市市民走ろう会 

６ 協 力 

相模原南警察署 

相模原南交通安全協会 

７ 日 時 

令和４年１月１６日（日）  （順延はしない） 

発走 ①一般Ａ・高校の部 ····································································· 午前 ９時１０分 

   ②一般Ｂの部······················································································ 午前 ９時２０分 

 ③女子・中学生男子・中学生女子の部 ······························· 午前１０時３０分 

  ※開会式と表彰式については、新型コロナウイルス感染症への対応により実施しない。 

８ 種 別 

（１）一般Ａの部        （５区間２４．４０ｋｍ） 

（２）高校の部        （５区間２４．４０ｋｍ） 

（３）一般Ｂの部        （５区間１５．２０ｋｍ） 

（４）女子の部        （５区間１５．２０ｋｍ） 

（５）中学生男子の部 （５区間１５．２０ｋｍ） 

（６）中学生女子の部 （５区間１５．２０ｋｍ） 

９ コース及び中継 

（１） 一般Ａ・高校の部（２４．４０ｋｍ） 

・第１区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（５．００ｋｍ） 

・第２区～第５区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（４．８５ｋｍ） 

（２）一般Ｂ・女子・中学生男子・中学生女子（１５．２０ｋｍ） 

・第１区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（３．２０ｋｍ） 

・第２区～第５区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（３．００ｋｍ） 
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１０ 参加資格 

各種別の参加資格、出場チーム数は次のとおりとし、多数の場合は主催者の抽選により決定する。ただし、前回の

大会で上位６位以内に入賞したチームが２名以内の選手変更で出場する場合は、優先とする。原則、チーム名は所属

チーム名とすること。また、複数出場の場合はアルファベット等を付記し区別すること。 

（１）一般Ａの部・・・３０チーム 

一般Ａの部へ参加するチームは、男子で編成したチームとする。ただし、高校生及び中学生以下の出場は認

めない。 

（２）高校の部・・・４０チーム 

高校の部へ参加するチームは、男子で編成したチームとする。 

（３）一般Ｂの部・・・ ７０チーム 

一般Ｂの部へ参加するチームは、男子で編成したチームとする。ただし、高校生及び中学生以下の出場は認

めない。 

（４）女子の部・・・３０チーム 

女子の部へ参加するチームは、女子で編成したチームとする。ただし、中学生以下の出場は認めない。 

（５）中学生男子・中学生女子の部・・・各２０チーム 

中学生男子・中学生女子の部へ参加するチームは、市内に所在する中学校の在校生で編成したチームとす 

る。ただし、市内総合型地域スポーツクラブが中学生で編成したチームは認める。 

１１ 参加規程 

（１） チーム編成は全種別、監督１名、正選手５名、補欠３名以内の計９名以内とする。 

（２） 申込み後の新規選手の登録及び大会当日の受付後の区間変更は認めない。 

（３） 男女混成チームは認めない。 

（４） 監督は、同種別内で複数チームを兼ねることはできない。 

（５） 選手は、複数チームの申込みをすることはできない。 

（６） 大会申込責任者及び監督は２０歳以上とし、当日事故等が発生した場合に連絡が取れる者とする。 

１２ 表  彰 

（１） 各種別（種別１～６）の第１位から第３位までを表彰する。 

（２） 各種別の優勝チームに優勝杯を授与する。尚、優勝杯については持ち回りとする。（次期大会まで保管。ただ 

し、一般Ａ・Ｂの部及び女子の部についてはこの限りではない。） 

（３） 各部の区間１位には区間賞を授与する。 

（４） 表彰式については、新型コロナウイルス感染症対策により実施しないため、表彰方法については別に定める。 

１３ 申 込 み 

（１）令和３年１１月１日（月）から１１月２６日（金）午後５時までの間に別紙申込書に記入の上、郵送（必着）、持参また 

はホームページから申込みを行うものとする。募集記事掲載は広報さがみはら令和３年１１月１日号に掲載し、募 

集要項・申込書等は、（公財）相模原市スポーツ協会ホームページに掲載する。 

≪申込先≫ 

〒252-0236 相模原市中央区富士見６－６－２３ けやき会館内 

（公財）相模原市スポーツ協会事務局 ※月曜日休業 電話 042（751）5552  

（２）申込み期限に遅れた場合や申込書に不備があった場合は、出場を認めない。 

（３）区間配置については、大会当日午前７時３０分から８時００分までの間に受付へ所定の用紙で提出すること。 

（４）１１月２６日（金）までに、参加費を公益財団法人相模原市スポーツ協会の指定口座へ振込か申込先のスポーツ協 

会事務局窓口へ納入すること。抽選になった場合、落選チームには後日返金する。 

≪振込先（指定口座）≫ 

公 益 財 団

こうえきざいだん

法 人

ほうじん

相模原市

さがみはらし

スポーツ

すぽーつ

協 会

きょうかい
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普通預金 横浜銀行相模原駅前支店 （４１５） 口座番号 １０５５８７４ 

※チーム名又は申込責任者等の判別しやすい名で振込みをお願いします。また、振込手数料は各チームで負

担することとする。 

（５）各種別募集チーム数に対して申込みチーム数が少数の場合は、主催者の判断により当該種別の設定を行わない 

場合がある。その場合は募集〆切以降に申込のあったチームへ連絡し、別の種別への参加の意向を確認します。 

このことで参加を辞退するチームには、参加費を後日返金する。 

（６）申込み後の抽選結果は、１２月１０日（金）以降に公益財団法人相模原市スポーツ協会ホームページにて周知 

   する。 

１４ 参 加 費  

（１）一般Ａの部        （１チーム ５，０００円） 

（２）高校の部        （１チーム ５，０００円） 

（３）一般Ｂの部        （１チーム ５，０００円） 

（４）女子の部        （１チーム ５，０００円） 

（５）中学生男子の部 （１チーム ２，５００円） 

（６）中学生女子の部 （１チーム ２，５００円） 

１５ 大会開催の可否 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響により、大会を中止とする場合がある。 

（２）大会の開催については、公益財団法人相模原市スポーツ協会ホームページにて随時更新を行いますので、参加

にあたっては必ず各自確認すること。 

１６ そ の 他 

（１）コース案内図及び中継所通過予定時刻は、別紙のとおり。 

（２）参加者は、各自の責任において事前に医師の健康診断を受けて参加すること。 

（３）主催者は、けがや事故等が発生した際の応急処置は行うが、その他一切の責任は負わないため、出場選手は各 

自で傷害保険に加入すること。 

（４）この要項に定めるもののほか、大会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

（５）本事業で入手した個人情報は、プログラム及び記録成績表への掲載、競技場でのアナウンス、公益財団法人 

   相模原市スポーツ協会及び相模原市陸上競技協会のホームページや新聞・地域情報誌などに掲載される場合が 

   ある。その他の目的では使用しない。 

（６）参加費納入後のキャンセルや荒天等による大会中止の場合は、参加費は返金しない。 

（７）新型コロナウイルス感染症の影響により大会要項を変更する場合がある。変更する場合は、公益財団法人相模 

原市スポーツ協会ホームページにて随時更新を行うので、参加にあたっては必ず各自確認すること。 

１７ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策について 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため感染症対策（３密の回避や参加者の特定等）を講じて実施する。 

（２）（公財）日本スポーツ協会等が定めるガイドライン等に準じて競技を行う。 

（３）原則として飲食（水分補給を除く）を伴わない競技形式で実施するが、やむを得ず飲食を必要とする場合は、別紙

【相模原駅伝競走大会参加者の皆様へお願い】に記載の事項を遵守すること。 

（４）その他の具体的な対策については別紙【相模原駅伝競走大会参加者の皆様へお願い】に定める事項を確認する

こと。 
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第８０回相模原駅伝競走大会運営規程 
 

 

１ 本大会の運営は、次に定めるものを除き２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則の駅伝競走規準に準じて実施する。 

 

２ 伴走は、一切認めない（監察員が伴走と判断した場合は、そのチームを失格する場合がある）。 

 

３ 大会当日は、チームの代表者が、午前７時３０分から８時００分までの間に、大会申込書に区間配置を記入の上、大 

会受付へ提出すること。 

 

４ 各部の第 1走者は、スタート２０分前にスタート地点で最終コールを受けること。第２走者以後の選手は、朝の受付 

を最終コールとする。ただし、一般Ａ・高校の部の２区以降の選手については、朝の受付を１次コールとし、各中継 

所で予定通過時刻の２０分前に最終コールを受けること。万一、コール後に棄権する場合は、必ず競技役員に申し出 

ること。 

 

５ 一般Ａの部、高校の部は、先頭が通過した時刻から１０分を経過した場合、繰上げスタートを実施するので、役員の指 

示に従うこと。なお、繰上げスタートは、３区と５区で行う。 

一般Ｂの部、女子の部、中学生男子の部、中学生女子の部は、先頭が通過した時刻から２５分を経過した場合、繰上 

げスタートを実施するので、役員の指示に従うこと。なお、繰上げスタートは、４区のみで行う。 

 

６ 引継ぎは「たすき」をもって行う。 

 

７ 「ナンバーカード」と「たすき」は、大会当日に受付で配付する。 

 

８ 新型コロナウイルス感染症への対応により開会式については実施しないため、連絡事項を受付時に伝達する。 

 

９ この規程について疑義が生じたときは、その都度協議して定める。 
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相模原駅伝競走大会中継所先頭通過予定時刻 

 

外周 
《一般Ａ・高校の部》 スタート９：１０ 終了予定時刻１０：５１ 

区間 
距離 

（ｋｍ） 

予定 

時刻 
コース 備考 

第１区 5.00 09：10 スタート-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所  

第２区 4.85 09：31 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所  

第３区 4.85 09：45 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所 ○ 

第４区 4.85 10：00 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所  

第５区 4.85 10：14 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所 ○ 

 24.40 10：28   

○＝繰上げスタート実施 

 

内周 
《一般Ｂの部》    スタート９：２０ 終了予定時刻１０：５３ 

区間 
距離 

（ｋｍ） 

予定 

時刻 
コース 備考 

第１区 3.20 09:20 スタート-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第２区 3.00 09:29 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第３区 3.00 09:38 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第４区 3.00 09:47 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所 ○ 

第５区 3.00 09:56 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-フィニッシュ  

 15.20 10:05   

○＝繰上げスタート実施 

 

《女子・中学生男子・中学生女子の部》 スタート１０：３０ 終了予定時刻１２：００ 

区間 
距離 

（ｋｍ） 

予定 

時刻 
コース 備考 

第１区 3.20 10:30 スタート-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第２区 3.00 10:40 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第３区 3.00 10:50 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第４区 3.00 11:00 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所 ○ 

第５区 3.00 11:10 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-フィニッシュ  

 15.20 11:19   

○＝繰上げスタート実施 
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ナンバーカード・たすき識別表 

 

    ※着用間違えに注意してください。特に「中学生男子」と「中学生女子」の付け間違えに注意してください。 
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第８０回相模原駅伝競走大会 コース図（外周） 

 

０９：１０スタート 一般Ａの部・高校の部 

区間 距離(ｋｍ) コース 

第１区 5.00 スタート→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所  

第２区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所 

第３区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所 

第４区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所 

第 5 区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→フィニッシュ  

 24.40  

 

 

中継所及びフィニッシュ地点 

折り返し地点 

スタート地点 

外 周 

Ⓐ 

Ⓑ 
Ⓒ 

Ⓓ Ⓔ 

Ⓕ 

Ⓖ 

Ⓗ 

Ⓘ 

Ⓙ 

Ⓚ 

Ⓛ 

Ⓜ 

Ⓝ 
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第８０回相模原駅伝競走大会 コース図（内周） 

 

０９：２０スタート 一般Ｂの部  ／  １０：３０スタート 女子の部・中学生男子の部・中学生女子の部 

区間 距離(ｋｍ) コース 

第１区 3.20 スタート→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 

第２区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 

第３区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 

第４区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 

第５区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→フィニッシュ 

 15.20  

中継所及びフィニッシュ地点 

折り返し地点 

Ⓐ 

Ⓑ 
Ⓒ 

Ⓓ Ⓔ 

Ⓕ 

Ⓖ 

Ⓗ 

Ⓘ 

Ⓙ 

スタート地点 

内 周 
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第 ８ ０ 回 相 模 原 駅 伝 競 走 大 会 選 手 リ ス ト 
【一般Ａ】 

ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

1 ＫＯＫＵＴＳＵ 月崎 竜童 清原 和博 荻野 高広 北原 知孝 宇津木 亮 月崎 竜童 加藤 淳司 夏目 晋太郎  

2 チームＩＤ 尾曲 和輝 瀬﨑 裕次 尾曲 和輝 大熊 啓史 秦 正也 尾木 望 吉田 和人 佐藤 達也 島 友之 

3 Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ Ｈｏｓｅ 加藤 英明 亀井 大祐 佐藤 友教 白水 直人 小谷 拓也 伊勢田 幸央 宮下 翔太   

 

【高校の部】 

ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

101 城山高等学校 中島 和也 遠藤 孝輔 山田 海翔 橋本 元汰 元井 遥太 内 駿成    

102 相模原高校 江藤 安則 永田浩太郎 三田 晃平 山口 尚輝 細田 怜穏 佐野 佑宜 小清水伶斗 熊谷 海斗 中村 唯真 

103 駒澤大学高等学校Ａ 草島 文勝 侭田 直哉 佐藤 大心 久保 遥斗 穂坂 聖士 高橋 叶夢 山口 丈翔 天海 創太  

104 駒澤大学高等学校Ｂ 渡邉 聡 相川 隼吾 菅谷 希弥 小林 慶太 鈴木 陸斗 太田 直希 中島 優太 佐藤 真也  

105 駒澤大学高等学校Ｃ 田中 幸二 久保田大雅 菊地 恭太 紙屋 樹 大髙 道三 新井 和人 田野倉宗弥 横溝 匠  

106 駒澤大学高等学校Ｄ 石井 輝 佐藤 寛太 広島 亮太 湯浅龍之介 河原 尚史 氏家 翔太 津久井悠馬 小林 大晴  

107 駒澤大学高等学校Ｅ 古田島直希 古田 丈耀 遠藤 秀真 髙橋 柊 山内虎次郎 樋口 陸 中里 隆真 堂本 稜  

108 荏田高校 深谷 昌昭 澁谷 慎仁 樋村 銀河 古林 優翔 大高 岳士 斉藤 大樹 多和 秀星 平田 勇也 斉藤 誓良 

109 三浦学苑高等学校Ａ 安井 裕紀 和田 晴之 中野 蒼心 山内 孝将 脇 陽真 鈴木 稜 川原 翔太   

110 三浦学苑高等学校Ｂ 山中 育 小出 暖人 加藤 真和 高田 聖也 奥山 空 仁岸 蒼 熊野 光将   

111 三浦学苑高等学校Ｃ 浜坂 陽平 森川 風人 藤岡 怜央 安濟 幸弥 川名翔生力 坂場 優吾 高瀬 海   

112 大船高校 須山 諒 田牧 直大 長谷川幸大 藤尾 昊太 金子 絵 羽柴 康生 西野 颯人 馬見 祐生  

113 橋本高校 吉田 清香 本間 知希 伊藤志冬樹 村松 嵐馬 下川和寿真 久保慎之介 松龍 朱里 笹野耕太郎 和田 凌介 

114 東海大相模高校Ａ 両角 駿 有泉 壮馬 白橋 遥輝 伊東 卓優 増永 涼大 北山 大翔 可児 悠貴 湯野川 創 飯田 陽仁 

115 東海大相模高校Ｂ 長谷川聡也 山口 禮 山口 大翔 小嶋 幸太 倉田 優 矢部慎之介 瀬川 航平 草刈 恭弓 市川 真優 

116 逗子開成Ａ 金子 茂樹 佐藤 蓮 守屋 圭輔 畔田 湧生 櫻井 達 吉田 智之 高橋 遼馬 鈴木 悠介 金子 生佑 

117 逗子開成Ｂ 飛田 明彦 早坂 亮馬 田中 秀弥 勝山 倖輔 宮田 浩平 岩本 大知 半田 瑞貴 吉家研一郎  



ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

118 麻布大学附属高等学校Ａ  中田 悠人 小林 勝元 山中 悠叶 大﨑 洵 上松 賢星 佐藤 章太    

119 麻布大学附属高等学校Ｂ 堀内 絢斗 中島 友路 小川 稜介 中村昂太郎 佐藤 陽太 山本 渓太    

120 生田高校 喜楽 昭彦 宮沢 友綺 小髙 大器 登内 健人 土方 将嗣 苅谷 春岳 下條 拓馬 藤田 海吏 山村 晃太 

121 秦野高校Ａ 大西 理也 櫻井 舞広 播磨 優斗 山室 柑太 米谷 拓磨 菊地 遼 具志堅 光マテウス  小檜山凌太  

122 秦野高校Ｂ 二見 祐太 加藤 春輝 鈴木 大晴 木下 卓己 大江 和為 片岡 流李 井澤 洸介 曽我部創梧  

123 
相模原中等・神奈川

総合産業合同チーム 
佐良土雪野 小野竜之介 遠藤 天馬 佐竹翔太郎 泉 琥太朗 山内康士朗 竜崎 翔太   

124 鵠沼高校 菊地 優 渡邊 謙 西濱 竜平 長谷川侑大 鈴木 怜生 瀬戸 直貴    

125 光明相模原高校 髙橋 良輔 中谷 涼誠 藤城 湧人 竹内 一貴 吉益 遥希 佐藤琉輝也 星 湊 大鹿 弦 佐野 壱清 

126 麻溝台高校 中村美和子 手塚日南太 赤崎 誠 堀井 元陽 京野 柊宥 柏木 優斗 髙澤 創太 伏屋 太晴 菊地 隼翔 

 

【一般Ｂの部】 

ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

201 
スリーエス・サンキュ

ウ相模原常温 
山本 憲司 篠原 和也 曽我 辰一 圷 登志雄 山本 憲司 中原 裕夫 小池 勇介   

202 ニコン相模原 斎藤 正男 松吉 勇哉 大津 龍一 三浦 庸雄 中村 徹 草野 辰一    

203 相模原市市民走ろう会Ａ 徳井 浩 徳井 浩 小林 和男 山本 幸夫 寺島 昇 横山 徹 中山 誠   

204 相模原市市民走ろう会Ｂ 岡澤 武彦 岡野 龍男 横山 毅 市村 昌行 角 久太郎 岡澤 武彦 伊藤 留   

205 Ｄａ・Ｒａ・Ｒｕｎ 今橋比代子 米山 拓 熊谷 和久 宮崎 晃二 上野 直樹 原田 勝弘    

206 ＮｅｘｔＧｅｎｅｒａｔｉｏｎ 福嶋 拓人 五十嵐一喜 出口 将希 田辺 直輝 高野 直樹 福嶋 拓人 庄司 祐汰 今川 拓真 福嶋 夢人 

207 山高５１ｙｅａｒｓ 熊崎 美枝 高田 勇二 羽迫 弘明 田渕 栄一 高橋 政幸 小嶋 成額    

208 谷口ワイルドスピード 渡邊由希子 髙野 一幸 青木 涼 武井 宏太 牧野 大悟 髙田 達郎 藤森 達也   

209 チーム田名 武藤 貴之 武藤 貴之 田口 毅 志村 俊光 林 智彦 都丸 利幸 長尾 耕平 松村 貴志  

210 清五アミーゴズ 小山 武彦 小山 武彦 瀧澤 一則 佐藤 明弘 植田 勝己 古木 智也 新城 勝 古木 幸一  

211 相模原市役所ＲＣ Ａ 高野 直義 野口 悠 片瀬 祐樹 和田 達也 滝沢 貢 高野 直義    

212 相模原市役所ＲＣ Ｂ 斎藤 和広 佐藤 庄一 鈴木 孝司 斎藤 和広 成沢 史人 大山 忠介    

213 東京学芸大学陸上同好会  菊地 陸斗 阪野 泰成 菊地 陸斗 新 拓海 田中健太郎 村田 允 笠原 大樹 鎌田 真央 市川 巧 



ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

214 丸高クリーニング 芳賀 柊真 尾山 隆之 平野 哲也 末野 直之 芳賀 啓喜 芳賀 柊真 芳賀 柚樹   

215 ＧＭＲＣ 松尾 和美 種田 和洋 北島 豊 青野 竜也 野田 潤 流 竜一    

216 ＪＭＣ 石﨑 智己 石﨑 智己 山本 一彦 宮崎 亮 竹内 秀次 藤澤 昌幸 後藤 政洋 太田 直樹 鈴木 悠史 

217 玉川アスリートクラブ 中澤 秀幸 大山 亮汰 中澤 秀幸 鈴木 悠平 宮崎 裕也 黒澤 臨    

218 関第２ 古木名 隆 松井 映二 小野寺皓夢 菅井 涼汰 古木名 隆 松井 孝一 岡本 博 立川 龍馬 吉田 廉宏 

219 弥栄のやえやんズ 有働 光 山口 晃司 小松 勇太 関戸 偉 遠山 正良 有働 光 原田 健一 田上 智範 国井 正未 

220 橋本走友会Ａ 三好 真司 三好 真司 佐賀 国弘 坂口 幸一 松本 悟 齊藤 亮次 猪又 大我   

221 橋本走友会Ｂ 中川 謙 中川 謙 北郷 保典 髙橋 太志 蒲生 傳 西島 潔    

222 らんＲｕｎラン相模武州 今泉健一郎 今泉健一郎 石川 翔輝 渡辺 秀 川村 晃 小汲 信貴 加藤 遼   

223 ＮＡＫＡＮＯ－コゲラ 細田 高央 萩原 拳悟 細田 高央 猪熊 亮佑 田中 穣一 橋川 巧 永月 徹 高橋 慶介 山口 主真 

224 ＮＡＫＡＮＯ－モズ 興津 享延 三森 大河 岡本 直之 桐生 京介 長谷川貴史 北川 義雄 淺倉 勲 興津 享延 飯塚 亮人 

225 橋本緑走友会 平岡 一則 彦坂 靖和 川口 恭輔 染谷 祐介 西尾 和彦 矢島 義久 石塚 森一 平岡 一則 和木勇喜夫 

226 相模原市役所野球部Ａ 佐藤 洋一 大賀 秀一 須藤 和機 三科雄太郎 植木 悠仁 渡辺 誠人 富澤 勇介 川手 祥夫 中村 怜央 

227 相模原市役所野球部Ｂ 井上 貴弘 武田 大樹 阿部 恭平 原田 恭兵 則定 駿也 臼元 勝成 飯島 一嘉 荻沢 隼人 山口 卓馬 

228 上南ＯＢ１ 石垣 繁 小関 豊 高村 栄伸 高井 大樹 石垣 繁 半沢 士郎 高野 太達   

229 上南ＯＢ２ 増田 和彦 増田 和彦 金子 伸也 小松 勝 皆川 恵尚 高野登志也    

230 上南ＯＢ３ 池上 慎也 池上 慎也 佐々木勝則 永井 俊男 広瀬 勉 鈴木 宏昭    

231 
昨年定年関口一雄と

上南ＯＢベスト達 
斉藤 英明 斉藤 英明 斉藤 広利 中嶋 崇友 鈴木 彰 関口 一雄    

232 相模フレンズＲＣ－Ａ 松本幸二郎 縄田 尊司 坂野 学 松本幸二郎 小俣 智 伊藤 英明 亀本 末義 高橋 康司 渡辺 和幸 

233 相模フレンズＲＣ－Ｂ 亀本 末義 亀本 末義 大場 雅高 佐々木正一 吉野 洋一 遠藤 昇 安藤 雅敏 江口 宏次 黒田 延叔 

234 大中商事 小泉 智志 斉藤 洋平 中島 理志 押田 記明 知見 輝 木下 章嗣    

235 
ちゃんズ～目指せ運

動不足解消～ 
齋藤 啓太 喜多 陽人 齋藤 啓太 羽野 春輝 高谷 海斗 渋谷 侑汰 橋本 悠希 北井 涼  

236 

ちゃんズ～せっかく出

るなら１位狙っちゃう

ぞ～ 

喜多 陽人 樋田 侑司 内山 祐作 早川 和希 江頭 優斗 藤田 康平 川本 真也   



ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

237 敬寿園 中川 潤二 桜井 裕也 グエン ジ ロン  高橋 遼 岩堀 滉 尾方 幹 石堂 諒 五十嵐大輔 畑原 崇佑 

238 大沢Ａ 小林 秀明 向田 明伸 浅井陽太郎 荒木 和人 岡田 淳 近森 謙介    

239 大沢Ｂ 浅野 宏 門間 嵩大 齊藤 康弘 上床 嘉 山本 渉平 奥田 浩一 亀山 瑞樹   

 

【女子の部】 

ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

301 相模原市市民走ろう会  飛田 則子 角田 洋子 梶田千由紀 小内 美亜 池田満由美 竹澤 裕子 小林加代子 飛田 則子  

302 駒澤大学高等学校Ａ 草島 文勝 吉岡 礼葉 瀧本 有杏 五十嵐緩奈 伊藤 実生 上田 玲奈 小林 光葉 原田 みのり 稲垣木々音 

303 駒澤大学高等学校Ｂ 渡邉 聡 渋谷 菜絵 小柳 もも 川上 莉央 錦織 真央 越智 ななみ 佐藤 世菜 森 まどか  

304 荏田高校 深谷 昌昭 石橋那七海 大久保希菜 小林ほのか 清水 一花 松永 鮎実 信櫻 翠 服部 秋 浦山陽奈子 

305 東海大学 原田 兼由 小松 和 鯨井 聖美 星野 凜 岩井 沙祈 櫛田 沙弓 高橋愛莉沙 古田 愛弥  

306 三浦学苑高等学校Ａ 安井 裕紀 松浦 陽菜 杉本 桃香 高橋 夏美 田口 愛菜 的場 美遼 原 美依奈 村上 りの 今井 夏音 

307 大船・鎌倉合同チーム 須山 諒 渡辺 千尋 伊藤 杏莉 石田 菜海 田村 渚 岡本 江美 北村 青以 藤澤 那月  

308 ＪＭＣ 石﨑 智己 小曽戸 優 青山 友紀 松田 有未 宮下 順子 小澤 なつ美 数左 彩乃 藤本 成美 中津 有美 

309 松蔭大学 中野 幹生 森 結唯 森川 彩夢 遠藤 咲果 上野 夕夏 前場 美優 木村 悠花 野沢 悠  

310 麻布大学附属高等学校 中田 悠人 饗場 梨那 板倉 煌実 岩田 来実 西浜 さえ香 菅原 世愛 天野 響 西川 栞奈  

311 東海大相模高校 両角 駿 横山 夕夏 橘田菜々美 國分 小夏 倉田 愛実 近藤 希美 佐野 光紀 千葉祐希乃  

312 湘南工科・鵠沼高校合同チーム  菊地 優 原田 海羽 田中 瑠奈 飯田 結衣 川村 穂香 井上 珠希 菊地 優 肱黒すみれ 島田 真実 

313 麻高＆県相＆柏木学園 中村美和子 増田 陽花 本多 未来 鈴木 梨子 倉品 侑佳 濱田 風花 栗林 咲 宮坂 知奈 田中 芽依 

314 チーム大中小 石神 晃志 大澤 美紅 小野 彩夏 横森 由紀 長田 莉子 原 佳穂    

315 敬寿園 中川 潤二 門脇 ますみ 伊藤 綾子 ズオン トウ フォン  ブー トウ ホン  近山 智美 グエン ティ トゥオン  諸本 里奈 金澤 典子 

316 大沢Ｃ 田倉千恵子 平塚 彩 伊藤 早織 松本 美里 八木 慈 百済 希織 池上優理香   

 

【中学生男子の部】 

ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

401 東海大相模中学校 戸嶋 信哉 萩野 智博 行谷 匠真 相澤 祐希 渡邊 楓生 赤川 音 上野 佑太 奥山 広大   

402 新町中学校Ａ 池田 悠士 渡邉 直登 古厩 翔太 吉沢 莉空 田島 啓大 新富 公平 三ヶ田俊太郎 渡邉凜乃介   



ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

403 新町中学校Ｂ 荒田 杏奈 大川 一総 倉島昌之助 加藤 空良 藪内 亮介 川﨑 涼人 堀 雄人 山田 依吹 桑嶋 颯 

404 内郷 丹保坂 八木 眞ノ介 手島 那岐 山口 太輝 上杉 諒真 名取 正晴 江藤 竜二 河津 駿 富田 一輝   

405 相模原市立大野北中学校  中西 行広 生駒一之助 大山 尚悟 鳴田 真大 梅津 秀政 岸谷 拓馬 内山 瑞貴 村松 佑将 遠藤 柊呂 

406 鵜野森中学校 石島 健作 地頭方元彌 谷口 智悠 浦壁 悠真 桑原 健太 宮脇 陸 正木 凪碧 長尾 優斗 鈴木 青空 

407 
相模原市立大沢中学

校男子陸上競技部 
五十嵐誠泰 相澤 優生 大貫 倖大 上久保凌羽 有馬 佑星 宮林 慧汰 佐久間幸太郎 川崎 拓海 北澤 奏人 

408 大野南中学校 小原 絵美 草刈 陽 石垣 竣梧 中山 優 馬場 圭吾 尾作 輝紀 河合陽太朗 西尾 宙 大貫耕之介 

409 清新中学校 男子Ａ 萬木 博史 井戸田惺弥 原田 音真 丸本 紡久 加藤 大暉 大貫 遥人 榊原 瑛士     

410 清新中学校 男子Ｂ 服部 芳彬 清水 柊一 生田目 陸 関 遥斗 桑原 恵亮 田辺 冬弥 鈴木 轟多 石川真那斗 石田 龍斗 

411 相模原中等Ａ 佐良土雪野 髙井 勇慶 小菅 航大 和田 悠佑 田代 空 清田 康貴 田阪 和輝     

412 相模原中等Ｂ 橋爪 颯平 西中 絆理 杉山哲太郎 竹ノ内 良多 田中 智瑛 野間口雅治 金 知諄     

413 麻溝台中学校 一ノ瀬 篤志 鶴ヶ崎 大知 上川隆之介 宮本 一輝 江上 蓮音 伊藤俊太郎 来城 凛 津上 快晟 古市 翔大 

414 上溝中学校 鳥越 陽介 鈴木 立 郷田 礼音 魚住 奏太 山口 敦弘 鈴木 悠 藤井 藍斗 宮本 響 菅谷 篤郎 

415 相模原市立上鶴間中学校  大金真一郎 上原 琉斗 尾﨑 大地 大野 翔太 厚木 璃空 小泉健太郎 平野功之佑 岡崎 朝日 倉茂 優月 

416 相模原市立相原中学校 川嶋 克彦 伊藤 真絃 勝野 翔大 齋藤 理玖 坂本 浬玖 比護 遙信 千名 慶海 川口 琉ノ介 中山 航汰 

417 谷口中学校 佐々木 渉 森本 幸喜 川口 拓海 森本 光 山崎 悟司 大竹 悠太 磯部 文哉 野路 龍誠 荒城 航大 

 

【中学生女子の部】 

ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

501 新町中学校 池田 悠士 栁澤 杏 小林 美希 川部歩乃香 深松 咲月 前田のどか 福田 あさぎ 加藤沙弥香 前島 椛 

502 内郷 桜坂 坂井 裕貴 岡本 和羽 井上 愛琉 井上 はなり 佐伯 花菜 関戸 優凪    

503 相模原市立大野北中学校  中西 行広 秋津 和花 中村 瑚乃 西川 奈那 西川 怜那 坪根 由依 本原 美和 大槻 七愛 池田瀬里菜 

504 鵜野森中学校 石島 健作 為永 紗彩 阿南 磨采 多々良心優 山本 珊心 加藤 好未 大谷 栞 土屋 奏恵  

505 
相模原市立大沢中学

校女子陸上競技部 
大越 有沙 長谷川歌鈴奈 武井 陽菜 萩原 愛里 志田 識乃 古田 愛景 鎌田 煌花 佐渡 千紘 海老澤柚生 

506 大野南中学校 小原 絵美 槇原 小夏 新 夏実 須藤 花音 田中 希実 伊福 麻央 花形万由子   

507 清新中学校 女子 服部 芳彬 出羽真梨彩 市川 莉央 久光 沙奈 山内 七海 加藤 あん 原田 弥和 小原 心花  



ＮＣ チーム名 監督氏名 1区氏名 2区氏名 3区氏名 4区氏名 5区氏名 補欠 1氏名 補欠 2氏名 補欠 3氏名 

508 相模原中等Ａ 佐良土雪野 富田 眞叶 吉村 こころ 寺西 優杏 内藤 瑠菜 橋本 怜 泉 明里   

509 相模原中等Ｂ 橋爪 颯平 石﨑 由莉 山崎 徳乃 渡辺 琳心 伊原 里湖 菊嶋 三鈴 吉竹 彩瑛   

510 上溝中学校 鳥越 陽介 井上 絢菜 中本 種 小玉 愛彩 杉本 汐莉 大谷 柚稀 坂本 莉菜 泉 玲那 前多菜々実 

511 相模原市立相原中学校 川嶋 克彦 井上 みのり 添野 花凛 松浦 愛良 山﨑 芽泉 小池 瑞咲 藤澤 里優 佐藤美々花 永井 柚音 

512 谷口中学校 佐々木 渉 野沢 心音 馬場 莉碧 藤山 穂咲 吉川友佳子 髙橋史実歌 宮内菜々美 山口 美紀 中島 花 

513 相模原市立上鶴間中学校  大金真一郎 平川 理桜 宮﨑 舞 岩原 怜奈 石川 美波 川上 千桜 岸 夏奈美 松原 光 渡邊 乙羽 

 


