
第47回亀岡市民駅伝競走大会 開催要項 
 

趣   旨 小学生から中高年者までの亀岡市内スポーツ愛好者及び中・長距離ランナーが気軽に 

  参加できる市民大会として、生涯スポーツの振興と競技力の向上をめざし開催する。 

主   催 公益財団法人 亀岡市スポーツ協会 

主   管 亀岡市民駅伝実行委員会 

後   援（ 予 定 ）亀岡市、亀岡市教育委員会、京都新聞 

協 力 団 体（ 予 定 ）亀岡警察署、亀岡市医師会、亀岡市スポーツ推進委員協議会、亀岡アマチュア無線クラブ 
 
日   時 令和４年２月６日（日）雨天決行 

 選手受付 午前 ８時１５分～午前８時３０分（市立保津文化センター前） 

 開会式 午前 ８時４５分 （市立保津文化センター横広場） 

 スタート 午前１０時３０分 （市立保津文化センター前） 
                       ※ミニ駅伝の出走状況により遅れる場合があります。 

 表彰・閉会式 競技終了約６０分後（市立保津文化センター横広場） 
 
コ ー ス 市立保津文化センター前をスタート・フィニッシュとする新保津コース 

 一般・中学男子（４区間 １１.５５km） 

 一般・中学女子（３区間  ７.７０km） 

 小学生    （３区間  ３.６０km） 
 
対   象 亀岡市内に在住、在勤または在学者で編成したチーム。 
 
チーム編成  １チーム、監督１、一般・中学男子４名、一般・中学女子３名、各補員２名以内。 

      （上記の内、１名に限り亀岡市外の在住、在勤、在学を可とする） 

 小学生ミニ駅伝は男子・女子・混成 各３名とする。 

      （※混成は男子２＋女子１または男子１＋女子２とする） 
 
種   別 １部 一般男子の部（高校生以上） 

      ２部 一般女子の部（高校生以上） 

      ３部 中学生男子の部（亀岡市内中学校単位の生徒） 

      ４部 中学生女子の部（     〃      ） 

      ５部 小学生ミニ駅伝男子の部（亀岡市内の小学生５･６年） 

      ６部 小学生ミニ駅伝女子の部（      〃     ） 

      ７部 小学生ミニ駅伝混成の部（      〃     ） 
 
区 間・距 離  

<一般・中学男子>  

(４区間11.55km)   

 
 
<一般・中学女子> 

 (３区間7.70km) 

 

 

<小学生> 

  (３区間3.60km ) 

 
 
申 込 方 法 スポーツ協会ＨＰ[http://kameoka-sports.jp]から、エントリーファイルをダウン 

 ロードし必要事項を入力後、ファイル名にチーム名を書き添え、メールに添付して 

 下記アドレスへ送信すること(入力方法は別紙参照)。 

 

 ※送信後３日以上返信がない場合は、電話連絡すること。郵送書類等はなし。 

※差出人ドメインを受信許可し、必ず受領メールを確認すること。 

 

申 込 期 日 令和3年12月10日(金)から令和3年12月26日(日) の発信分まで有効。 

及び申込先 公益財団法人亀岡市スポーツ協会事務局 

 送信先アドレス  kame.sp.entry@gmail.com   TEL 0771-24-8385 
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第１区 市立保津文化センター前  →  島ノ前中継所 2.60km 

第２区 島ノ前中継所       →  祢田中継所 2.30km 

第３区 祢田中継所        →  市立保津文化センター前 2.80km 

第４区 市立保津文化センター前  →  市立保津文化センター前 3.85km 

 

第１区 市立保津文化センター前  →  島ノ前中継所 2.60km 

第２区 島ノ前中継所       →  祢田中継所 2.30km 

第３区 祢田中継所        →  市立保津文化センター前 2.80km 

 

第1.2.3

区 

市立保津文化センター前 → 愛宕谷川橋 → 山惣前 → 

大年団地内 → 市立保津文化センター前 【1.2km×３人】 
3.60km 

http://kameoka-sports.jp/�
mailto:kame.sp.entry@gmail�


参 加 料  １チーム５，０００円。 

  ただし高校生のみで編成したチームは４，０００円 

  中学（３．４部）は３，０００円、小学生ミニ駅伝は１チーム１，５００円 

  ※荒天や災害等で主催者が中止判断した場合、必要経費を差し引いて返金する。 

 

参 加 料 ゆうちょ銀行 

振 込 先 記号  １４４９０   番号  ３５１４６９１１ 

  口座名  ザイ）カメオカシスポーツキョウカイ 

   

    （ゆうちょ銀行以外の金融機関からご送金の場合） 

  ゆうちょ銀行  四四八支店   口座番号  普通 ３５１４６９１ 

  口座名  ザイ）カメオカシスポーツキョウカイ 
 
監督会議 令和４年２月４日(金) 午後８時 亀岡運動公園体育館２階スポーツ相談室 

 オーダー用紙は午後７時30分～７時50分に受付で提出すること 

 出場チームの監督又は代表者は必ず出席すること。 

 （欠席の場合は失格とし、参加料は返却しない） 

 ミニ駅伝については、当日(2/6)の午前８時３０分に実施する。 
 
表  彰 １．各部とも１～３位までは表彰状と盾を、また４位～６位までは表彰状を授与 

        （表彰盾は１部～４部は各チームに、５部～７部は各個人に授与する。） 

 ２．各部区間優勝者を表彰する。（大会運営上、後日発表となる場合がある） 
 
競技規定 １．競技者は、胸部と背部に指定アスリートビブスをつけること。（主催者準備） 

 １・５部は、白地に黒文字 

 ３・７部は、青地に黒文字 

 ２・４・６部は、白地に赤文字 

 ２．競技者は、中継所以外は道路の中心より左側を走らなければならない。 

 また、交差点では中心から右側に出てはならない。 

 ３．警察官及び役員の指示には絶対に従うこと。 

 ４．車または人による伴走や、飲食物の補給その他の助力を受けることはできない。 

 また、コース内は大会関係車両以外の走行を一切認めない。 

 違反があった場合は、そのチームは失格とする。 

  ５．引継ぎにはタスキを用い、走行中は肩からわき下へ斜めにかける。 

 ただし、中継所前後100ｍは手に持って走ってもよい。 

  ６．新たに引継ぐ競技者は、中継線から進行方向に位置しなければならない。 

   中継は、中継線から進行方向20ｍ以内で、手から手へ確実に受け渡しすること。 

 ７．競技者が途中で競技を続行することができない状態になったとき、または競技を 

 中止させられた場合は、該当チームの記録は無効とする。 

 ただし、審判長の指示により次区間走者から再び競技を続行することができるが 

 該当チーム全体の記録、成績（順位）は参考記録とする。 

 再スタートは、最終チームの通過約30秒後とする。 

 ８．正式オーダーは、監督者会議受付時に提出すること。 

 提出後の選手変更は、当日８時15分から８時30分までに、補員からの変更のみと 

 する。この場合、原則として医師の診断書等を添えること。 

 ただし、当日、オーダーに欠員が生じた場合は、棄権扱いとする。 

 ※同一所属の複数参加チームは、補員のみの共有を認めるが、それ以外の選手の 

 移動による新チーム編成は認めない。 

 ９. 第１区のスタート順は、監督会議時に抽選する。 

 10．スタートの要領（第１区走者）は次のとおりとする。 

 「10分前」「５分前」「３分前」「１分前」「30秒前」「20秒前」「10秒前」を 

 アナウンスするので、５分前にスタート付近に集合し、３分前に競技服装で整列 

 すること。「10秒前」と同時に「位置について」を通告、出発合図で走り出す。 

 11．その他は、2021年度日本陸上競技連盟駅伝競走規則、及び本大会の申し合わせに 

 より実施する。 
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振込期日：令和4年1月6日(木) 

※振込手数料は参加者負担 



注意事項 １．競技中の事故等については、主催者で応急処置は行うが、その他は加入保険の範 

 囲とする。 

 ２．受付は、午前8時15分から8時30分（第１次点呼）までとする。 

 ３．開会式には極力参加すること。 

 ４．競技者（荷物を含む）の配置及び収容は、主催者で行わない。 

 シャトルバスは使用可能。(保津文化センター横 ⇔ 祢田･島ノ前中継所) 

 駐車場は、監督会議で指定する（１チーム２台以内） 

 ５．点呼について 

   (1) 第１次点呼は、競技者受付（8:15～8:30）とする。 

  受付がない場合、棄権とみなす。 

  (2) 最終点呼は、次のとおり現地（各中継所）で行う。 

 

区間 男子(1部) 男子(3部) 女子(2･4部) 小学生(5･6･7部) スタート 

１ 

9:40～ 

9:50 

9:40～ 9:50 
最

終

点

呼 

女子 

9：00 
 

男子 

9：25 
(予定) 

 

混成 

9：45 
(予定) 

女子    

9:15 
 

男子 

9:40 
(予定) 

 

混成 

10:05 
(予定) 

２ 

３ 10:00～10:15 

４ 
10:10～ 

10:20 
 

スタート １０：３０ 

ﾌｨﾆｯｼｭ 

予想時間 
11:08（38'00） 11:02(32'00) 

 

６．監督は、原則として市立保津文化センター本部前テント付近で待機すること。 

７．総合成績は、スポーツ協会ホームページに掲載する。 

８．競技終了後、タスキのみを受付に返却すること。 

９．中継所付近の民家等に迷惑がかからないよう、マナーを守ること。 

10．主催者は、選手及び衣類等の輸送はしない。 

11．貴重品は、各チームで保管すること。 

12．実施判断は、当日午前７時00分とする。 

13．小学生のエントリーは、保護者の同意を必要とする。（申込書と兼ねる） 

14. 主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。 

  また、個人情報は、参加案内の送付やインターネット上での記録掲載など、 

  大会の目的以外には利用しません。 

15. 大会の映像、写真、記事、記録等の新聞、雑誌、インターネット、パンフレ 

  ット等への掲載権は主催者に属するものとする。 
 

      ※当日の問合せ【午前７時00分～７時30分】 

   大会本部 ☎090-6915-3228  亀岡市スポーツ協会事務局 ☎0771-24-8385 
 
新 型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ １．参加者等の個人情報については、大会主催者が保健所・医療機関などの第三者 

感染症予防対 策    へ情報提供することを同意する。 

       ２．大会主催者が行う感染症予防対策に従うこと。 

      ３．大会開催日の３週間前以降に陽性が判明又は感染疑い症状が発生した場合、当 

        該選手は参加を辞退又は主催者による出場権利の取り消しを行う。 

      ４．保健所から濃厚接触者と認められた場合、PCR検査の結果陰性と認められた選手 

        の出場を認める。 

      ５．参加者は、競技を行っている時以外はマスクを着用する。なお、使用済みマス 

        クは各自が持ち帰り破棄すること。 
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※ミニ駅伝の部は、申込み状況によ

り同時スタートとなる場合がある。

当日の監督会議で連絡する。 



      ６．参加者は、大会開催１週間前から健康管理簿等に必要事項を記入し、責任者が 

大会当日に提出すること。なお、大会当日、健康管理簿等が提出されない、ま 

たは適切に健康管理がされていないと大会主催者が判断した場合、出場を認な 

い。 

 

      ７．参加者は、大会終了後２週間体調管理を行い、感染症についての相談・受診の 

        目安に該当する症状が発生した場合は、必ず医療機関で相談・受診し診断結果 

        を大会主催者に報告する。 

       

 ８．大会主催者は、参加者、参加関係者、競技運営関係者の感染に対するいかなる 

        責任も負わない。 

        ※上記１～８の各事項の詳細については日本陸上競技連盟「ロードレース開催 

         についてのガイダンス(チェックリスト)」によるものとする。 

 

 

【ミニ駅伝の部 注意事項】 
 

１．当日受付 令和４年２月６日(日)午前８時15分～午前８時30分 
 
２．代表者打合せ 当日８時３０分 受付テント前 
 

※代表者は必ず出席すること。 

３．開 会 式 午前８時４５分（市立保津文化センター受付テント前広場） 
 
４．スタート  ６部(女子)  ９：１５ 

  ５部(男子)  ９：４０(予定) 

 ７部(混成) １０：０５(予定) 
 
５．アスリートビブス 胸部と背部に指定アスリートビブスをつけること。（主催者準備） 

 ５部（男子）白地に黒文字 ６部（女子）白地に赤文字 ７部（混成）青地に黒文字 
 
６．最終点呼 ５部 男子 9：25(予定)、６部 女子 9：00、7部 混成 9：45(予定) 

 （場所は当日指示 アスリートビブスとタスキをチェック） 

 ※招集に遅れた場合は棄権とみなす。 
 
７．そ の 他  欠場する場合、大会前日までは亀岡市スポーツ協会（☎0771-24-8385） 

   当日は、大会本部（☎090-6915-3228）まで連絡すること。 

 

 

※当日オーダーに欠員が生じた場合は、棄権とする。 

 

※３名が揃わないと競技には参加できない。 
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