
江戸川区区民駅伝競走大会参加チームの皆さんへ

江戸川区区民駅伝競走大会に参加申込をいただきましてありがとうございました。

今大会の参加申込チームは別紙「参加チーム一覧」のとおりです。総計 102 チーム。

中学の参加チーム（中学男子、女子の部に参加される中学チーム）は、タスキと安全ピンを各チームで用意し

てください。一般のチームについてはたすきを貸出いたしますが、持参されたものでも構いません。

円滑な大会運営を目指しますのでご理解、ご協力をお願いいたします。

大会日程  平成３０年１月２８日（日曜日）江戸川区陸上競技場

７時３０分 開場（第２ゲートから入場となります。正面玄関は８時００分まで役員関係者専用となりま

す。）バックスタンドは使用できません。スタンド席は参加者分を使用してください。

８時００分 ナンバーカードとプログラム配布

８時１０分 監督会議（メインスタンド正面玄関横の会議室） 選手変更の手続きと注意事項などの確認

（監督会議） 参加チームの監督（代理可）は必ず出席してください。欠席の場合は棄権とみなします。

同封した「メンバー変更届（兼棄権届）」を全チーム提出していただきます。

メンバー変更はチーム内の参加登録された選手で行うこととなります。

（補欠選手の起用、区間変更は可。チームの編成替えは出来ません）

たすきの確認をしますので持参ください。

８時３０分 開会式（メインスタンド中央付近に集合してください。）

各種目のスタート地点、中継点及びゴール地点はトラック中央付近

９時０５分 中学男子の部 （区間３キロ）41チーム スタート

10 時 10 分（予定） 女子の部   （区間３キロ）42チーム スタート

10 時 30 分（予定） 一般の部（１・３５区 ５キロ、２・４区 ３キロ）19 チーム スタート

12 時 20 分（予定） コース閉鎖 競技終了

12 時 30 分 閉会式（表彰式）

表彰 チーム：各種目８位まで表彰 個人：各種目各区間１位に区間賞

オープン参加チームの記録はチーム・個人とも参考記録となり、表彰の対象とはなりません。

大会結果は１週間以内に http://www.icntv.ne.jp/user/edoriku/ に掲載します。

◎一般の部に参加されるチームの皆さんへ
参加申込をいただきましてありがとうございました。チームの選手の皆さんに選手注意事項などについて、再度確認をお

願いいたします。

五区大会（３月４日）派遣５チームについては、区内在住・在勤を当日確認させていただきます。

ナンバーカードは次年度にも使用し、貸与しますので大会終了後は必ず大会本部まで返却してください。

役員補助の方も監督会議にご出席ください。（交通費相当を用意しております。）

たすぎは用意いたしますが、一般の部・女子の部でも持参したたすきを使うことができますので、持参のたすき使用の場

合は、監督会議時に持参して確認を受けてください。（標準的なたすきのサイズ：長さ 180㎝・幅６㎝程度）

◎中学チームの先生方にお願いいたします。

たすきは各チームで持参してください。（標準的なたすきのサイズ：長さ 180 ㎝・幅６㎝程度、運動会などで使っている

ものでも構いません。監督会議時に持参して確認を受けてください。）

ナンバーカードは次年度にも使用し、貸与しますので大会終了後は必ず大会本部まで返却してください。

（ナンバカードを大切にご使用ください。）

安全ピンを用意してください。（１人８本が必要です。）

◎ウラ面の「競技役員」に記載の先生方へ
競技役員のお手伝いをお願いいたします。当日は役員受付（中央玄関）で受付けております。

（交通費相当を用意しております。）

お問合せは、江戸川区陸上競技協会 理事長 浅倉 携帯 090-5326-8985 ※19 時～21時

以上



駅伝大会規則及び選手注意事項

本大会は、２０１７年度日本陸上競技連盟駅伝競走基準及び本大会参加要項、大会規則及び選手注意事項、

ならびに監督会議申し合わせ事項により行う。

１．監督会議

監督会議は各チーム監督、審判長、大会総務及び総務員で行う。監督会議は大会当日８時１０分より競

技場会議室で行う。また、荒天で競技が出来ない状況の場合などの時は、随時開催して協議し、その判

断は審判長が決定する。監督会議に参加しないチームは棄権とみなす。

２．選手変更（補欠選手起用）

補欠選手の起用は、監督が「メンバー変更届出用紙」にて、選手受付（選手出発係）まで申し出ること。

提出は監督会議終了時まで。区間変更は認めるが、登録選手以外の変更は原則として認めない。

３．各区間の招集時刻

ｽﾀｰﾄ時刻 １ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区

中学男子の部 9：05 8：50 9：05 9：15 9：25 9：35

女  子の部 10：10 9：55 10：10 10：20 10：35 10：45

一  般の部 10：30 10：15 10：35 10：55 11：10 11：30

４．繰上げ出発

一般の部については、コース管理上また大会運営上、第４区間走者より繰上げ出発を行うこともある。

繰上げ出発は出発５分前に通告する。（先頭チームより２０分程度遅れた場合。）

５．中継及びナンバーカード

中継は、中継点でたすきで行う。

ナンバーカードは、主催者で用意したものを使用すること。ナンバーカードは、プログラムに記載され

た番号を、胸と背に安全ピンで四隅をしっかり留めること。

（終了後、ナンバーカードは封筒に入れて本部席まで必ず返却すること。）

６．たすき

中学校の参加チームは、各チームで持参したたすきを使用する。（監督会議時に確認を受けること。）

中学校チーム以外の女子の部及び一般の部のたすきは監督会議終了後、貸与するのでゴール後役員へ返

却のこと。（また持参したたすきも使用できますので、監督会議時に確認を受けること。）

７．走路

走路（サイクルロード・歩道）では走行に充分注意し、原則、対面の区間は右側を走行すること。

走路は交通規制が出来ないため、走者は優先されません。走路は大変狭いため、サイドコーチ及び伴走

は一切禁止する。新左近橋、さくら橋、それぞれの折返し地点などは、雨天降雪時等は滑りやすくなる

ので特に注意すること。競技中は、競技役員及び警察官等の指示には必ず従い、事故等の防止に心掛け

ること。

以上の項目で違反したチームは、失格とすることがある。

《注意事項》

① 競技場裏手及び走路コースは、新親左近川親水公園となっています。新左近川の柵は低くなっている

ため、大変危険です。特に小・中学生は近づかないよう注意してください。

② 選手は、各自の責任において健康管理を行うこと。競技中の万一の事故等は、応急処置等は行うが、

以後は競技者自身で行うこと。（主催者でスポーツ保険に加入する。）

③ 盗難が多発しています。衣類・貴重品等の管理は各自・各チームで行い、盗難の防止に努めること。

④ 競技場には、紙屑、空き缶などのゴミ箱などがありません。各自、ゴミを家庭に持ち帰ってください。

美化にご協力ください。

⑤ 競技場及び場外コースは禁煙とさせていただきます。（中学生が参加しているため。）

競技者マナーについて、特段のご協力とご理解をお願いいたします。



平成２９年度江戸川区民駅伝競走大会
大会役員 30.01.28

大会会長 多田　正見（江戸川区長・江戸川区体育会会長）

大会副会長 岸本　晃男（江戸川区体育会副会長）

大会実行委員長 深井　進　（江戸川区陸上競技協会会長）

大会実行副委員長 真島　調意（江戸川区陸上競技協会副会長）

実行委員 江戸川区陸上競技協会理事

競技役員 ◎ は主任

総務 1 浅倉　光夫

総務員（兼務） 井上　伸一（総務） 染谷　実（記録） 樋口　正嗣（表彰） 森　和義（競技）

瀬戸　直（競技） 林　和夫（競技）

技術総務 1 飯島　雅弘

審判長 1 深井　進　

救護 1 押切安寿美（篠崎）

役員係 2 ◎ 樋口美知子 疋田　貴子 井上　伸一（兼務）

表彰係 6 ◎ 樋口　正嗣 真島　調意 鈴木　幸子 疋田　貴子（兼務）

松島　智子（葛二） 深井　道子

記録員 9 ◎ 染谷　実 渡辺　時子 白川　佳子 島田　友紀

斉藤　赫子 荒川　久子 向後　元気（岩三） 永田　知恵（葛西）

小室　良介（岩三）

アナウンサー 2 ◎ 柴　千佳（鹿骨） 上埜瑠位子（南葛）

選手出発 8 ◎ 佐藤　淳子 松岡　留夫 加藤　昇

高雄　國男 根岸　直人 小野　文夫 宮崎　隆雄

スターター 2 ◎ 林　和夫 井上　伸一

決勝審判員 9 ◎ 鈴木　久一 光永　純一郎 牧野　輝道 澤田　實

松出　豊喜 酒井　力（岩二） 中谷　岳史（岩五） 吉田　秀徳（江女）

涌井　清（瑞江）

計時員 10 ◎ 瀬戸　直 前司　憲行 折茂　晃

長草　徳雄 児玉　武志 美野　裕介（篠二） 岡　大佑（東葛）

星　隼人（鹿本） 藤田　亮介（瑞三）

監察員 40 ◎ 森　和義 清水日出夫 町田　修一 安藤　正法

石塚　功 井筒　千秋 中西　弘宣 木下　晴幹

斉藤　幸雄 原子　敏夫 岡本　敬一 若井　幸夫

曽根　貞一 鍜治倉義夫 張替　恵子 柳　景煕

金　昌峰 福本　透 佐藤　昌二 吉田　孝

田中　正治 鈴木　弘治 岡田　峻 中平　昌則

粟野　安治

泉　泰弘（二之江） 須志田智章（二之江）北村　浩司（南二） 宗田　康博（南二）

西岡　直樹（夢幻） 三浦　健太郎（小松川） 大畑　将輝（小松川） 竹内　晴美（小松川）

池田　彪馬（五葛西） 安中　晴大（小岩高校） 中野　拓也（小岩高校） 石塚　美樹（小岩高校）

杉田　莉子（HIPPO） 藤丸　知彦（七小ラン） 畠中　康生（清新ＪＡＣ）

92 ※ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ中学教員（引率）


