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第 54 回 愛媛県クラブ対抗駅伝競走大会開催要項 

 

 

１．共 催 愛南町 愛南町教育委員会 愛南町スポーツ協会  

 愛媛県クラブ陸上競技連合 愛媛新聞社 テレビ愛媛 

 

２．後 援 愛媛県 (公財)愛媛県スポーツ協会 (一財)愛媛陸上競技協会 

 (公財)愛媛県スポーツ振興事業団 南海放送 

 

３．主 管 愛媛県クラブ陸上競技連合 第 54 回大会愛南町実行委員会  

 

４．期 日 ２０２０年３月８日(日)  男子１・２・３部：午前１１時００分スタート 

  男子４部・女子：午前１１時１０分スタート 

 

５．コース 〔別紙：コース図参照〕 南宇和郡愛南町 一本松地域 

及び区間 ㈱レクザム愛南工場敷地内～広見地区町道～増田地区広域農道 折り返しコース 

 ※㈱レクザム愛南工場【住所】南宇和郡愛南町広見 2500-1 

  

部門 男子１･２･３部 男子４部 女子の部 

区間 距離 招集時間 距離 招集時間 距離 招集時間 

１区 10km 10：30 頃〜 5km 10：40 頃〜 5km 10：40 頃〜 

２区 3km 

※招集は 

１区のみ 

3km 

※招集は 

１区のみ 

3km 

※招集は 

１区のみ 

３区 8.0975km 5km 5km 

４区 8.0975km 3km 3km 

５区 3km 5km 5km 

６区 5km 3km  

７区 5km 5km 

計 42.195 km  29.0km  21.0km  

 

６．参加資格 〔別紙：内規参照〕 

 

７．チーム編成 〔別紙：内規参照〕 

 

８．競技方法 （１）２０１９年度日本陸上競技連盟規則及び本大会実施要項による。 

 （２）参加チームを、男子１・２・３・４部と女子の部の５部門に区分する。 

 （３）（２）の区分は、前回大会の結果を基に行っています。〔別紙:チーム別部門区分参照〕 

 申込後に主催者において 終決定する。 

 （４）繰り上げスタートをする事がある。 
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９．表 彰 （１）各部１位に知事杯、優勝旗（持ち回り）。２・３位に楯、６位までに賞状を授与する。 

 （２）各部区間１位の者に区間賞を授与する。 

 （３）参加者全員に参加賞を授与する。 

 （４）多年出場者１０・２０・３０・４０・５０回出場者を表彰する。※今大会より 10 回単位に変

わっていますので、ご注意下さい。該当者は、〔別紙：多年出場表彰申込書〕に必要事

項を記入し、事務局へ郵送願います。注意点：①該当者は、過去に前回数を受賞して

いる選手。（例：２０回該当者は、１０回表彰を過去に受賞）②所属チームを途中で変更

している場合は、その旨を明記のこと。 

 

１０．参加料 

    ＜お支払い金額＞ 

費 目 金 額 

参加料 男子チーム  １０,０００円  

女子チーム ７,０００円  
ｘ チーム数 

クラブ会費 １クラブ ２,０００円 

合 計 合計金額をお支払い願います。 

 

＜送金方法＞銀行振込のみ（現金書留は不可） 

銀行振込 

 

 

※今大会より振込口座が変わっていますので、ご注意下さい。 

<振込先>伊予銀行堀江支店 普通１４３０３７３ 

名義 愛媛県クラブ陸上競技連合 古本伸志 

<振込人名義>クラブ名の記入を必ずお願いします。 

 クラブ領収書は、省略させて頂きます。 

 

１１．申込方法 

 （１）申込締切日 ２０２０年２月１８日（火）必着 

 

 （２）必要書類  『大会申込書』  

愛媛県クラブ陸上競技連合のホームページ http://www.club-rikujo.ehime.jp よりＥＸＣＥＬ

ファイルをダウンロードして頂き、必要事項を入力の上、①印刷した大会申込書（責任者印

鑑あり）を事務局の方へ郵送（銀行振込領収書コピー，多年出場表彰申請書を同封）、合

わせて②大会申込書（EXCEL ファイル）のメール送信願います。 

 

 （３）郵送申込先 〒790-0802 松山市喜与町 1-12-12 松本孝子方 

 愛媛クラブ駅伝事務局 宛 

 携帯 090-2828-0396 

 

 （４）メール送信先 ファイル受付担当 矢野久人宛 アドレス yano.saijo.rikujo@gmail.com 

 携帯 090-9504-9504 
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 １）記入方法は〔別紙：大会申込入力方法と注意点〕を参照。 

 ２）送信頂いたメールに対して受付完了の返信を行います。 

 ３）メール申込みが不都合な方は、矢野迄連絡下さい。  

 

 （５）注意事項 申込後の選手・区間変更は認めない。但し、補欠との入れ替えは可とする。 

 

１２．弁当・バザー 弁当〔別紙：お弁当取扱店のご案内参照〕 ※各クラブで手配願います。 

 バザー出店予定 

 

１３．当日のスケジュール 

８：３０〜９：００ 

（時間厳守） 

チーム受付 

・選手変更受付 

場所： ㈱レクザム愛南工場 敷地内 

 

９：００〜 監督会議 場所： ㈱レクザム愛南工場 敷地内 

※出席なき場合は棄権とし、連絡がない場合は

次回大会に参加できない事がある。 

１０：００〜 開会式 場所： ㈱レクザム愛南工場 敷地内 

（荒天時：敷地内の屋内） 

※全チーム １・２区以外は出席のこと。 

１１：００スタート 

１１：１０スタート 

男子１・２・３部 

男子４部・女子 

 

レース終了後 閉会式 場所： ㈱レクザム愛南工場 敷地内 

（荒天時：敷地内の屋内〕 

※全チーム全員出席のこと。 

集計終了後 リザルト 愛媛県クラブ陸上競技連合のホームページ 

http://www.club-rikujo.ehime.jp に掲載します。 

 

１４．準備物 

各チーム 

で準備 

チーム名ゼッケン 
・サイズ（縦１３ｃｍ、横２４ｃｍ）計２枚/人 ｘ 選手数 

・ユニフォーム付きの名は不可 

安全ピン ・１６本/人 ｘ 選手数 

事務局 

で準備 

チーム番号ゼッケン 
・開会式会場で配布 

・大会終了後、監督は責任を持って返却のこと 

タスキ ・同上 

 

１５．ゼッケンの付け方 

右の図の通り、チーム番号〔前（区間表示あり） 

・背（区間表示なし）〕を上に、チーム名を下に前・背共に 

安全ピンでしっかり付けること。 

 

 

後 

図．ゼッケンの付け方 

前 
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１６．その他、競技上の注意事項 

（１）本大会の記録計測は、タスキに取り付けたＩＣタグで計測をするので、受付後のタスキの取り扱い

に注意すること。（タスキは、必ず肩から胸の下にかける。） 

（２）タスキは、各部門別に次のように色別にする。 

 １部：黄色 ２部：赤色 ３部：緑色 ４部：青色 女子：ピンク 繰り上げスタート：白色 

（３）全区間、伴走禁止。 

（４）走路は、左側通行を原則とする。（中央線より右に出ないこと） 

（５）競技中は、警察及び審判員の指示に従うこと。 

（６）途中棄権したチームが以後のレースに参加する場合は、途中棄権した区間の 終到着ランナー

と同時に出発すること。 

（７）選手に事故がある場合は、応急処置のみ主催者において行う。 

（８）会場の注意事項は、必ず守って下さい。 

 

１７． 申込規約 

（１）大会主催者による大会規約や申込み規約に同意して頂けない方の申込みはご遠慮下さい。 

（２）主催者は、疾病や紛失・破損、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いませ

ん。スポーツ保険に加入しますので適応内で保障される場合があります。 

（３）自己都合による申込み後のキャンセルは、参加料の返金ができません。 

（４）参加資格・チーム編成に違反した虚偽申請、申込本人以外の出場（不正出場）は認めません。

出走前に違反が認められた場合、該当選手の出場が取り消されます。但し、当日の選手変更(補

欠との入替)は可能です。出走後違反が認められた時は、チーム出場失格とし、次回大会の出場

についても総会で協議の上、出場停止とする。 

（５）地震・風被害・降雪・事件・事故・疾病等による中止や競技内容の変更がある場合でも、参加料・

手数料および大会の参加の為に要した諸経費の返金は原則行いません。（返金がある場合は、

主催者で決定します。） 

（６）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は一切の責任を負いません。 

（７）参加者は各自の責任において、充分に健康管理をし、体調には万全の配慮をした上でご参加く

ださい。当日体調がすぐれない場合は、勇気を持って辞退してください。 

（８）大会中の映像・写真・記事・申込み者の氏名・年齢・住所（国名、都道府県名または市町村名）・

チーム名が公共機関名や学校名であれば職場など、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネットな

どへの掲載権と肖像権は主催者に属します。 

（９）主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する

法律及び関連法令等を遵守し、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービスを目的とし、

参加案内、記録通知、関連情報の通知、インターネットへの記録掲載に利用します。 

ただし、人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合であって、同意を得ること

が困難である場合は除きます。 

（１０）主催者は、申込規約の他、大会規約に則って開催します。 

（１１）大会事務局から申込み内容に関する確認連絡をさせていただく事があります。 

 

１８． お願い事項 

今大会は、（株）レクザム愛南工場様のご協力により、工場敷地内を使用させて頂きます。許可頂い

ている施設の使用や立ち入り禁止エリアの遵守など、充分留意頂きますようお願いします。また、ゴミ

の持ち帰りについても、各クラブにてお願いします。 


