
 

第８１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（予定） 

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（予定） 

相模原南警察署  相模原南交通安全協会 

 

７ 日 時 

令和５年１月１５日（日） ※順延はしない 

   開会式 … 午前８時２０分      表彰式 … 各競技終了後 

   

８ 実施種別 

  実施する種別、区間、参加費、募集チーム数、発送時間については次のとおりとする。 

  募集チーム数が応募多数の場合は主催者の抽選により決定する。ただし、前回大会で上位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。 

種 別 区 間 参加費 募集数 発走時間（予定） 

１ 一般Ａの部 
５区間 ２４.４０㎞ 

５,０００円 

３０チーム 
午前９時１０分 

２ 高校の部 ４０チーム 

３ 一般Ｂの部 

５区間 １５.２０㎞ 

７０チーム 午前９時２０分 

４ 女子の部 ３０チーム 

午前１０時３０分 ５ 中学生男子の部 
２,５００円 ２０チーム 

６ 中学生女子の部 

 

９ コース及び中継 

  スタート、フィニッシュ、中継は、すべてギオンスタジアム内とする。 

 （１）一般Ａ・高校の部（２４.４０ｋｍ） 

・第１区…５.００ｋｍ   ・第２区～第５区…４.８５ｋｍ 

（２）一般Ｂ・女子・中学生男子・中学生女子（１５.２０ｋｍ） 

・第１区…３.２０ｋｍ   ・第２区～第５区…３.００ｋｍ 



 
１０ 参加資格 

各種別の参加資格は次のとおりとする。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・・・・・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 ・・・・・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・・・・・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 ・・・・・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）中学生男子の部・・・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 

中学生女子の部   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。なお、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。 

 

１３ 申込み 

（１）令和４年１１月１日（火）から１１月２５日（金）午後５時まで。 

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。

募集記事は広報さがみはら令和４年１１月１日号に掲載し、募集要項・申込書等は、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 

公益財団法人相模原市スポーツ協会事務局  ※月曜日休業   

（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）参加費は１１月２５日（金）までに、相模原市スポーツ協会の指定口座へ振込かスポーツ協 

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

 

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。 

 



 
 

（４）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。 

（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、申込のあったチームへ連絡し、別

種別への参加意向を確認する。このことで参加を辞退する場合は、参加費を後日返金する。 

（６）申込み後の抽選結果は、１２月９日（金）以降に相模原市スポーツ協会ホームページにて周

知する。 

 

１４ 大会開催の可否 

（１）新型コロナウイルス感染症及び荒天等の影響により、大会を中止とする場合がある。 

（２）開催の可否等については、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。 

 

１５ 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対策として、入場時における体温測定及び手指消毒、出 

場時以外のマスク着用、その他、主催者が定めた事項を厳守して実施すること。 

（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こと。 

（３）受付時に体調管理チェックシート（大会当日の１４日前より）の提出がない場合は出場でき 

ない。また、大会終了後１４日間についても体調管理チェックを行うこと。 

（４）コース沿道からの応援は自粛を要請する。応援はメインスタンドから行うこと。 

（５）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開催に係る新型コロナウイル

ス感染症対策ガイドライン」に定める事項を確認すること。 

 

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、その他一切の責任を負わないた

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、

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等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、

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。 

 

 

 

 



 

第８１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２０２２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 各種別の第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・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・女子・中学生男子・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 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。 



 
 

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 

 

 

 

別 紙 


