
第 63回伊賀地区駅伝競走大会開催要項  
 

１  趣  旨  

 スポーツ活動を通じて、体力づくりの推進を図り、健康で明るい地域社会づくりと

青少年の健全育成に努める。  

 

２  主  催  

 伊賀地区駅伝競走大会実行委員会  

  （伊賀市スポーツ推進委員協議会・伊賀市陸上競技協会・伊賀市中学校体育連盟  

伊賀市）  

 

３  後  援  

 毎日新聞社  スポーツニッポン新聞社  

 株式会社安永  三重中央開発株式会社  旭ダイヤモンド工業株式会社   

DMG森精機株式会社  公益財団法人伊賀市文化都市協会   

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社  株式会社アドバンスコープ  伊賀市教育委員会

伊賀市スポーツ協会  名張市スポーツ協会   

 

４  協  力  

 ゆめが丘地区住民自治協議会  

 

５  期  日  

 令和５年１月２９日（日）荒天の場合は中止  

（中止の場合でも参加料は返金いたしません。）  

（天候による判断は、当日午前６時に大会本部で決定）  

  確認先  

・大会公式ブログ  http://igaekiden.iga-log.com/ 

 

６  参加申込  

  令和４年１２月２３日（金）午後５時までに所定の参加申込書に参加料・永年出

場者表彰候補推薦書・チーム紹介、チーム写真を添えて、全てデータ（ Wordまたは

Excel）とともに伊賀市スポーツ振興課へ申し込むこと。  

 期限以降は受付をしないので、申込み期限を厳守すること。  

  なお、荒天やコロナウイルス感染拡大による中止の場合は参加賞を渡し参加料は

返金しない。  

 ※申込書の差し替えは、令和５年１月１７日（火）の監督者会議の場まで認める。  

 ※参加料は必ず参加チーム名で振込むこと。  

 

７  参加料  

１チームにつき１０，０００円  

 

 

http://igaekiden.iga-log.com/


８  開始式  

 令和５年１月２９日（日）受付午前８時００分～  開始午前８時３０分～  

 ※コロナウイルス感染対策のため代表者１名のみの参加とする。  

 

９  コース  

  ５区間   15.1km 

伊賀市教職員住宅前～伊賀森林組合～伊賀市上下水道部～伊賀市教職員住宅前  

  

10 受付時間・場所   

開始式出席者  ８時００分～８時３０分  ゆめポリスセンター駐車場  

選手・付添者  ８時３０分～９時３０分  下記の中継所  

  １区ランナー     伊賀市教職員住宅前  

  ２区・４区ランナー  伊賀森林組合駐車場  

  ３区・５区ランナー  伊賀市上下水道部  

  ※開始式の参加者は受付の際に、チームの体調チェックシートを提出すること。  

  ※時間内に受付が無い場合は失格となります。  

 

11 点  呼（全部共通）  

  第１点呼  受付をもって第一点呼とする。  

最終点呼  下記（ 13 区間）のとおり  

※点呼は各区間ランナーの受付場所で行う。  

※点呼の際、各チーム内で１人でも走者が欠けていた場合はチームの成績は認めず、

個人の成績のみを記録とする。（区間賞など）  

 

12 スタート  

  午前１０時００分（全部共通）  

 

13 区  間  

５区間  （コース案  15.1km）  

 起  点  中継所  区間距離  最終点呼  

ｽﾀｰﾄ・ 1区  伊賀市教職員住宅前  伊賀森林組合駐車場  2.8ｋｍ  9： 45 

2区  伊賀森林組合駐車場  伊賀市上下水道部  3.4ｋｍ  9： 55 

3区  伊賀市上下水道部  伊賀森林組合駐車場  3.7ｋｍ  10： 05 

4区  伊賀森林組合駐車場  伊賀市上下水道部  3.4ｋｍ  10： 15 

5区  伊賀市上下水道部  伊賀市教職員住宅前  1.8ｋｍ  10： 25 

総距離    15.1ｋｍ   

  

 

 

 

 



14 参加資格  

①  男子の部  伊賀地区に在住、または、通勤・通学する中学生以上の者とする。  

      また、女子１名までを選手に充てることも可能。  

②  女子の部  伊賀地区に在住、または、通勤・通学する中学生以上の者とする。  

     なお、男子を選手に充てることはできない。  

③  男女混合の部  伊賀地区に在住、または、通勤・通学する中学生以上の者とする。  

         チームに男女が混同しており、女子が２名以上の場合は混合の部

に参加するものとする。（サブの選手は含まない。また、申し込

み後の選手交代がある場合も走者として女子２名以上登録するこ

と。）  

※全ての部において高校生、専門学生、大学生は各チーム１名のみ参加を認め、５区  

でのみ登録可能とする。  

※各部において中学生は何名でも出場可能。  

※伊賀地区出身であっても、伊賀地区外に在住し、伊賀地区外の学校、会社に通学、

通勤する者の出場は認めない。  

※サブの選手は３名まで登録可能とする。また、大会当日は混雑緩和と密回避のため、

チーム内で各中継所につき１名の付添い者の立ち入りを認める。登録の無い者のス

ター ト・ゴー ル地点及び 中継所 へ の立ち入り を許可し ない 。（応 援者等の 立入禁

止）  

 

15 競技規則  

（ 1）監督者１名、選手５名以上８名以内、交通整理員をもって構成し登録（申し込

み）すること。監督者は選手を兼ねることができる。なお、監督者、交通整理

員は必ず成人以上の者とする。  

 

（ 2）参加チームのナンバーカードは、主催者で準備する。  

※返却不要  

 

（ 3）ナンバーカードは受付順で割り当てる。  

 

（ 4）ナンバーカードの若い順にスタート位置に整列すること。  

 

（ 5）引き継ぎは、タスキを用いる。タスキは、各チームで準備する。当日、１区の

受付にてタスキの確認を行う。  

 

（ 6）点呼は、指定された場所（スタート地点及び各中継所）で行う。なお、各区で

１名でも時間内に点呼を受けなかったチームは失格とし、個人の記録のみを扱

う。（審判長の判定による。）  

 

（ 7）選手は、左側を走行することを厳守する。但し、状況により警察官・審判員・  

   交通整理員等の指示に従うこと。  



（ 8）参加資格及び競技中の不正行為（伴走・不正登録・走行指示違反）等をしたチ  

   ームは失格とする。（審判長の判定による。）  

 

（ 9）各区間の選手及び付き添いの配置及び引き上げ輸送は行わない。  

   ※バス輸送が無いため、全ての参加者は各自で移動すること。  

 

（ 10）途中事故があるときは、走路上で救急車を待つ。事故発生チームの次走者の取

り扱いについては、レース可能な場合、最終走者の１分遅れで発走する。  

 

（ 11）点呼時に欠員が出たチームは欠員が登録していた区の次の区において、最終走

者の１分遅れで発走する。  

 

（ 12）繰り上げ発走はしない。（ただし、運営上必要がある場合、競技委員長の判断

で繰り上げ出発を行う。）  

 

16 参加者の傷害  

競技中の傷害については、応急処置は主催者において行うが、その後の責任は負

わない。なお、主催者が傷害保険に加入し、その範囲において対応する。  

 

17 表彰規定  

（ 1）  団体は、各部とも第８位までを表彰する。  

（参加チームが８チームより少ない場合は、実行委員会で決める）  

 

（ 2）各部とも、各区間１位を区間賞として表彰する。  

 

（ 3）前回大会で出場１０回・２０回・３０回・４０回・５０回を達成された出場者

を表彰する。但し、既表彰者は除く。第４８回大会を回数に含まない。  

 

18 選手変更  

  監督者会議以降の選手変更は、原則として認めない。但し、病気けが等でやむを

得ない場合のみ、ＳＵＢの選手から補充できる。その場合は、大会前々日（１月 27

日（金））の正午までに伊賀市スポーツ振興課へ選手変更届を提出すること。  

（ただし、病気やけがにより参加できなくなった場合は、大会委員長の判断によ

り変更できる。）  

 

19 監督者会議  

  令和５年１月１７日（火）午後７時より、ゆめぽりすセンターにて行う。  

 参加チームの監督は、必ず参加すること。  

 （監督が参加できないときは、必ず代理者を出席させること。欠席の場合は、参加

を認めない。なお、監督者会議にてナンバーカードを配布する。）  

 



20 健康診断・健康チェックシートの実施  

  参加選手は、事前に健康診断や PCR検査を受ける等、自己の責任において健康管

理に万全を期すること。  

参加選手及び監督者、交通整理員、補助員等大会に関係する全ての者は大会前１

週間から大会当日の健康チェックを実施し、代表者は開始式受付時に本部へ健康チ

ェックシートを提出すること。  

  大会終了後も１週間の健康チェックを行い、コロナウイルス感染症陽性の診断を

受けた場合は速やかに事務局に連絡すること。  

  なお、チーム内の参加可能人数が４人以下になった場合は出場不可とする。  

 

21 交通整理員等  

（ 1）走路の安全を期するため、出場チームより必ず各１名の交通整理員を出すこと。  

  （ただし、選手は兼ねられない。交通整理員等に未成年を充てることができな

い。）  

 

22 新型コロナウイルスに関する対応  

（ 1）新型コロナウイルス感染拡大により大会が中止になった場合、参加賞を送付し、

参加料の返金は行わない。  

 

（ 2）チーム代表者は大会に 参加する全ての者（ 監督、選手、サブ選手 、交通整理

員）の大会前１週間から大会当日までの体調を大会当日の朝に確認し、事前に

配布する健康チェックシートに記入のうえ、大会当日事務局に提出すること。

なお、健康チェックシートの提出が無い場合、大会の参加を認めない。  

 

（ 3）大会当日以前に県の指針等が発表され、大会の開催が適切でないと判断した場

合、大会を中止する可能性がある。  

   その場合、大会参加者には参加賞を送付し、参加料の返金は行わない。  

 

（ 4）各参加者は新型コロナウイルス感染症対策をよく読み、記載の項目について遵

守すること。  

 

23 その他  

（ 1）競技中は、チーム関係車両（応援）のコース乗り入れ及び中継点付近へは、絶  

対駐車しないこと。  

 

（ 2）要項以外の詳細については、監督者会議において決定する。  

 

（ 3）事前の練習は、できるだけコース道路では行わない。やむを得ず道路を使用す  

  る場合、交通安全に十分留意すること。特に夜間に及ぶ場合は、蛍光タスキ等を  

  着用し事故防止に万全を期すること。  

 

 



（ 4）スタート・ゴール地点及び中継所への立ち入りは送付するナンバーカードの装

着を必須とする。  紛失があった場合の立ち入りは認めない。  

 

（ 5）大会日の荷物預かりや更衣室の設置は行わないため、各自で荷物管理、更衣を

行うこと。  

 

（ 6）駐車場は、監督者会議の際に配布の資料に記載の箇所を使用すること。  

  なお、交通係員、交通整理員は配置箇所付近の駐車場を使用してよい。  

  コースや中継所周辺の路上駐車は絶対にしないこと。  

なお、車両を少なくするため、各チームで乗り合わせる等の配慮をすること。  

トイレの場所  

中継所等  トイレの場所  

ｽﾀｰﾄ･ｺﾞｰﾙ 伊賀市教職員住宅前  ゆめ ぽりす センタ ー 内トイレ  

伊賀森林組合中継所  南公園内トイレ  

伊賀市上下水道部中継所  中継所内トイレ  

 


