
令和３年度 群馬県民スポーツ大会 群馬県駅伝競走大会（案） 

（旧群馬県１００ｋｍ駅伝競走大会） 
 

１ 主 催 群馬県 群馬県教育委員会 公益財団法人群馬県スポーツ協会 各市町村 各市町村教育委員会 

読売新聞社 

 

２ 後 援 群馬県市長会 群馬県町村会 群馬県市町村教育委員会連絡協議会 

群馬県高等学校体育連盟 群馬県中学校体育連盟 群馬県小学校体育研究会 

群馬県スポーツ推進委員協議会 上毛新聞社 群馬テレビ FM GUNMA 

 

３ 主 管 一般財団法人群馬陸上競技協会 

 

４ 協 賛 群馬西部読売会 群馬東部読売会 （株）読売群馬広告社 

 

５ 協 力 前橋土木事務所 

 

６ 期 日 令和４年１月３０日（日） 

      選手変更届 ７時３０分 監督会議 ８時３０分 開会式 ９時００分 スタート ９時３０分 

 

７ コース  正田醤油スタジアム群馬付設国体道路折り返しコース。（５４ｋｍ） 

  区 間  コース                   距 離    招集完了  通過予定 

  第１区   正田醤油スタジアム             1.5ｋｍ    9:15    9:30 

        公園内折返し ～ 正田醤油スタジアム （小学５・６年女子）         

  第２区   正田醤油スタジアム             1.5ｋｍ    9:20    9:34 

        公園内折返し ～ 正田醤油スタジアム （小学５・６年男子）         

  第３区   正田醤油スタジアム             ２ｋｍ     9:25    9:38 

       公園内折返し ～ 正田醤油スタジアム （中学１年女子）         

  第４区   正田醤油スタジアム            １０ｋｍ     9:30    9:44 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（高校生以上男子）        

  第５区   正田醤油スタジアム             ４ｋｍ     10:00   10:14 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（中学生２・３年男子）       

  第６区   正田醤油スタジアム             ４ｋｍ     10:05   10:26 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（高校生１～３年女子）       

  第７区   正田醤油スタジアム             ８ｋｍ     10:30   10:38 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（高校生以上男子）         

  第８区   正田醤油スタジアム             ３ｋｍ     10:45   11:02 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（中学生２・３年女子）        

  第９区   正田醤油スタジアム             ６ｋｍ     10:55   11:11 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（高校生１～３年男子）        

  第１０区  正田醤油スタジアム             ６ｋｍ      11:10   11:27 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（高校生以上男子）          

  第１１区  正田醤油スタジアム             ３ｋｍ     11:30   11:43 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（中学生１年生男子）         

  第１２区  正田醤油スタジアム             ５ｋｍ    11:40    11:52 

        国体道路折返し ～ 正田醤油スタジアム（高校生以上女子）           

                      フィニッシュ予定         １２：０８ 

 

＊スタートは１００ｍのスタートラインとし、１００ｍ走って南第２ゲートより公園内コースへ、公園内の

コース区間 

（１．５ｋｍ ２ｋｍ、区間）はすべて右側走行とする。 

   ＊公園内コース以外の区間（１０ｋｍ、８ｋｍ、６ｋｍ、５ｋｍ、４ｋｍ､３ｋｍ区間）は公園内において

は右側走行、公園外（敷島タクシー会社脇より国体道路へ）は左側走行とする。 

＊中継点は、すべての区間正田醤油スタジアム群馬ホームストレートフィニッシュラインとする。 

＊第１２区は正田醤油スタジアム群馬ホームストレートフィニッシュラインでフィニッシュとする。 

＊各区間のコースについては別紙コース図参照 



８ 参加資格  

   ①参加者は、在住地の市町村より出場。 

   ②県外在住者で本県に関係ある者は、実家のある市町村より出場 

   ③県外在住で、県内の高等学校に在学している場合、在学校のある市町村より出場。 

   ④県外在住で、県内の大学・短大・各種専門学校に在学している場合、在学校のある市町村より出場。 

    ⑤県外在住で、勤務先が県内にある場合は、勤務先の現住所のある市町村より出場。 

⑥一家転住等で住所変更があった場合は、現住所のある市町村より出場。 

   ＊①～⑥の条件を満たしていれば、群馬陸上競技協会登録者でなくとも参加を認める。 

 

９ チーム編成 

（１）郡市対抗とし、地域団体、各クラブ、有志のチームも認める。 

（２）各郡市より複数チームの出場も認める。 

（３）複数チーム出場する場合、全市町村から選手を選抜することなく、隣接する最大８中学校区内とする。 

（４）複数チーム出場する場合、同一中学校区の選手は、チームを兼ねることは認めない。 

（５）登録メンバー 

     監督１名 コーチ２名 マネージャー１名 

     選手 ・小学生５・６年男子（１名） ・小学生５・６年女子（１名） 

・中学生１年男子（１名） ・中学生１年女子（１名） ・中学生２・３年男子（１名）  

・中学生２・３年女子（１名） 

・高校生１年～３年男子（１名） ・高校生１年～３年女子（１名） 

          ・高校生以上男子（３名） ・高校生以上女子（１名） 合計１２名 

 

１０ 参加料  1チーム ２０，０００円 

        ＊下記口座への銀行振り込み。 

        群馬銀行 豊岡支店 普通 ０５４０６００  ザイ）グンマリクジョウキョウギキョウカイ 

 

１１ 申込方法 群馬陸上競技協会ホームページより申込用紙をダウンロードし、必要事項を入力する。 

          令和３年１２月２６日（日）までに下記のアドレスにメールで申し込みむ。 

          アドレス entgaaa@wmail.plala.or.jp 

 

１２ 表 彰  総合１位～３位まで、各区間１位を表彰する。 

 

１３ 競技規定 

① 本大会は、令和３年度日本陸上競技連盟競技規則・同駅伝競走規準及び本大会規定による。 

② 申込後の走順の変更は認めない。 

③ 選手は左側走行（公園内は右側走行）を厳守し、走路外の場所を走らない。 

④ たすきは大会本部で用意する。 

⑤ アスリートビブスは、胸と背に半紙半分大の布地に、男子は黒字、女子は赤字で次のとおりに明記す

る。 

【胸・背に上段チーム名・下段区間数字】 

⑥ 走者が途中で競技を継続できない状態になったとき、当該チームのその区間の競技を無効とする。但

し、そのチームは審判長の指示に従い、次区間走者から再び競技を続行することができる。この場合

は、チームの全体の記録は無効となるが、無効となった区間以外の各区間は認められる。 

⑦ たすきは、肩から斜めに脇の下に掛ける、渡す場合は、前走者と次走者の間で手渡しされなければな

らない。 

⑧ たすきわたしに際しては、前走者がたすきを外すのは中継所手前 400mから、次走者がたすきを掛ける

のは中継所から 200mまでをおよその目安とする。 

⑨ 繰り上げスタートについては、審判長の判断により実施する。 

⑩ 参加チームの伴走は、一切認めない。 

⑪ 不正行為のあった場合、または審判員の指示に従わない場合は失格とする。 

⑫ 大会実施が危ぶまれる場合の処置については、緊急代表者会議で検討する。 

⑬ エントリーした選手が参加不能になった場合は、当日６時までに大会本部へ選手変更届を提出する。

その際、選手の交代のみで走順の変更は一切認めない。また、複数チームをエントリーした場合でも、

チームをまたいでの選手交代は一切認めない。 

 

 

mailto:entgaaa@wmail.plala.or.jp


１４ その他 

   ・新型コロナウイルス感染防止ガイドラインについては、日本陸上競技連盟の指針に準ずる。群馬陸協の

ホームページの駅伝開催にあたっての留意事項を必ず確認すること。 

   ・本大会参加者のスポーツ傷害保険は、主催者はレクリエーション保険に加入するが、各チームでもすべ

ての参加選手について保険に加入すること。主催者はレクリエーション保険の補償する以上の補償は一切行

わない。 

・すべての選手について参加承諾書を提出すること。様式は、群馬陸協のホームページの様式を参考にする

こと。大会当日参加するすべての選手の参加承諾書を受付にて提出すること。 

   ・小学生、中学生、高校生、大学・短大・各種専門学校生については、県教育委員会、特に小学生につい

ては県小体研のご指導により、所属する学校と密接に連絡を取ること。 

   ・大会中に撮影された画像・映像についての著作権は、主催者に帰属する。無断で WEB等に掲載すること

を禁じる。 

   ・大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用するこ

とはない。 

 

   参加チーム会議（未定） 

            日  時   令和４年 月 日（ ）１４：００～ 

            場  所   正田醬油スタジアム群馬 会議室 

参加者   群馬県地域創生部スポーツ局スポーツ振興課，（公財）群馬県スポーツ協会， 

チ－ム代表，群馬県警察本部，前橋警察署，前橋土木事務所， 

読売新聞東京本社，群馬西部読売会，群馬東部読売会，（株）読売群馬広告社 

群馬陸上競技協会 （予定） 

 

大会事務局  一般財団法人 群馬陸上競技協会 

 e-mail infgaaa@wmail.plala.or.jp  FAX ０２７－３４５－７７９１ 
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