
第４回鹿児島県ロードリレー大会	 in	 吹上	 実施要項(案)	 

	 

１	 開催趣旨	 

	 	 本県陸上競技の中・長距離選手の強化育成と競技の普及を推進することを目的とする	 

とともに，鹿児島県高校駅伝・九州学生駅伝等，各種駅伝大会の予備大会と位置づけて	 	 

開催する。	 

	 

２	 主	 催	 

	 	 (一財)鹿児島陸上競技協会，日置地区陸上競技協会	 

	 

３	 主	 管	 

	 	 日置市陸上競技協会	 

	 

４	 後	 援(予定)	 

	 	 日置市，日置市教育委員会，日置市体育協会，鹿児島県実業団陸上競技連盟	 

	 

５	 協	 賛(予定)	 

	 	 株式会社明治，タカヤマスポーツ，江口蓬莱館，株式会社ニシ・スポーツ	 

	 

６	 期	 日	 

	 	 平成 29 年９月 24 日(日)	 	 開会式	 	 	 ９：３０（開会式後，監督会議）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 スタート	 １０：３０	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 閉会式	 	 記録集計が済み次第	 

	 

７	 会	 場	 

	 	 日置市吹上浜公園（日置市吹上町中原 1353 番地 5）	 

	 

８	 部	 門	 

	 	 一般部門，高校部門を設けて実施する。	 

	 

９	 コース・区間・距離	 

	 	 吹上浜公園周回コース（１周４km）	 別添周辺図のとおり	 

	 (1)	 一般	 ５区間	 40.4km（10 周）	 

	 	 	 １区８km	 ２区８km	 ３区８km	 ４区８km	 ５区 8.4km	 

	 (2)	 高校	 ７区間	 40.4km（10 周）	 

	 	 	 １区８km	 ２区４km	 ３区４km	 ４区８km	 ５区４km	 ６区４km	 ７区 8.4km	 

	 

10	 チーム編成	 

	 (1)	 一般	 監督１名，選手５名，補欠３名	 

	 (2)	 高校	 監督１名，選手７名，補欠３名	 

	 

11	 参加資格	 

	 (1)	 一般部門	 

	 	 ア	 平成 29 年度鹿児島陸上競技協会に登録しているチーム	 

	 	 イ	 鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会の地区割りに基づくチーム	 

	 



	 (2)	 高校部門	 

	 	 	 平成 29 年度鹿児島陸上競技協会に登録している学校（平成 29 年度鹿児島県高等学

校体育連盟加盟校在学者からなる）を原則とする。なお，部員不足による合同チーム

の参加については，鹿児島県高等学校体育連盟の規定を準用する。	 

	 	 ※県外チームについては，上記参加資格を当該県に置き換え，資格を満たしている	 	 	 

チームの参加を認める。	 

	 

12	 競技規定	 

	 (1)	 本大会は日本陸上競技連盟競技規則駅伝基準を準用し，本大会の申し合わせ事項を	 	 

原則とする。	 

	 (2)	 各チームの監督は，８：３０～９：００の間に陸上競技場玄関口にて受付をする。	 	 

オーダーの変更がある場合は受付時に変更届を提出する。なお，オーダーの変更は，	 	 

監督会議で審議し，承認を得ることとする。	 

	 (3)	 たすきは各チームで準備する。	 

	 (4)	 レース中に走者が不慮の事故で競技を中止した場合は，次走者を最終走者出発２分	 	 

後に出発させる。その際，当該チームの総合成績はオープン扱いとするが，事故のあ	 	 

った区間以外の個人記録は認める。	 

	 (5)	 繰り上げスタートの実施は，以下のとおりとする。	 

	 	 	 一般第４中継所（高校第６中継所）で先頭通過 10 分後	 

	 	 	 ただし，大幅に遅れる場合には他の中継所でも繰り上げスタートを行う場合がある。	 

	 (6)	 当日の路面のコンディションの状況によっては，選手の安全を考慮し，クロスカン	 	 

トリーコースをカットしたコースで競技を行うこともある。なお，コースの変更につ	 	 

いては監督会議の承認を得ることとする。	 

	 

13	 注意事項	 

	 (1)	 選手の配置，収容は各チームで行うこと。	 

	 (2)	 レース中は左側通行を厳守すること。	 

	 (3)	 伴走は一切認めない。	 

	 (4)	 県道吹上浜停車場線からキャンプ村への車での通行は禁止とする。	 

	 (5)	 参加者は各チーム，個人の責任において健康管理を十分に行うこと。	 

	 (6)	 参加者は，スポーツ傷害保険に加入しておくこと。	 

	 (7)	 事故発生について，主催者は応急処置のみ行う。以後の処置については各チーム，	 	 

個人で責任を持って行うこと。主催者側は一切の責任を負わない。	 

	 (8)	 貴重品は各チーム，個人で管理をすること。	 

	 (9)	 中継所付近に給水所を設置する。	 

(10)	 荒天で競技を実施することができない場合は，大会を中止する。その際，参加料の	 	 

返還は，参加料から大会開催準備に必要な経費を差し引いた額とする。	 

	 

14	 表彰	 

	 	 各部門の１位チーム，区間賞獲得者を表彰する。	 

	 

15	 参加申込み要領	 

	 (1)	 申込み方法	 

	 	 	 メールでの申込みを原則とする。鹿児島陸上競技協会ホームページから参加申込み	 	 

	 	 



	 ファイルをダウンロードのうえ，必要事項を記入したファイルを下記アドレスへ送信	 	 

すること。	 

	 	 	 ○	 メールアドレス	 kariku-han@po2.synapse.ne.jp	 

	 (2)	 参加料及び納入方法	 

	 	 	 参加料は一般部門１チーム５,０００円，高校部門１チーム３,５００円。参加申込	 	 

みと同時に下記口座へ振り込むこと。	 

	 	 	 	 〈振込先〉ゆうちょ銀行  口座記号番号  01750-0-55205  
加入者  一般財団法人鹿児島陸上競技協会   

※  通信欄に内訳（団体・学校名，大会名）を明記してください。	 
	 (3)	 申込み期限	 

	 	 	 平成 29 年９月１日(金)	 

	 (4)	 問い合わせ先	 

	 	 	 鹿児島県立明桜館高等学校	 池畑	 辰也	 連絡先	 099－298－4124（学校）	 

	 (5)オーダー提出	 

	 	 	 参加申込みとは別に鹿児島陸上競技協会ホームページからオーダー用紙ファイルを	 	 

ダウンロードのうえ，オーダーを記入したファイルを９月 17 日(日)までに参加申込先	 	 

アドレスへ送信すること。	 

	 


