
                                        令和２年１０月１８日 

広島市陸上競技スポーツ少年団 

代 表 指 導 者  様 

各中学校陸上競技部顧問様 

 

                                      広島ニューライオンズクラブ 

                                      会   長  有 井 聡 曜 

                                      広島市陸上競技スポーツ少年団 

                                      育成会会長  松 陰 正 行 

 

          第３１回 広島市スポーツ少年団新人駅伝大会 要項 

 

１ 主  催    広島ニューライオンズクラブ・(公財)広島市スポーツ協会 

          広島市陸上競技スポーツ少年団 

２ 後  援    広島市陸上競技協会・広島市教育委員会 

３ 協  賛    コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 

４ 期  日    令和２年１２月１３日(日) 競技場開門時間 ８：００ 

          受付時間 ９：００～９：２０   (小学生の受付は１１：３０～１２：００)   

          受付場所 広島広域公園 エディオンスタジアムエントランス 

 

          開会式          １０：００ 

          駅伝(女子の部)      １１：００ 

                    駅伝(男子の部)      １２：００ 

          小学生女子ロードレース  １３：１５ 

          小学生男子ロードレース  １３：２５ 

          中学生女子ロードレース  １３：３５ 

          中学生男子ロードレース  １４：０５ 

 

          ※ロードレースの時間は参加人数によって変更する場合がある。 

 

５ 会  場    広島広域公園内園路  受 付 広島広域公園 エディオンスタジアムエントランス 

                       広島市安佐南区大塚西５丁目１－１ (電話) 082-848-8484 

６ 種  目    駅伝の部 

          男子の部(６区間)１５．４ｋｍ 

          １区(３．０ｋｍ)  ２区(２．６ｋｍ)  ３区(２．０ｋｍ) 

４区(２．６ｋｍ)  ５区(２．６ｋｍ)  ６区(２．６ｋｍ) 

 

女子の部(５区間)１１．３ｋｍ 

１区(３．０ｋｍ) ２区(２．０ｋｍ) ３区(１．７ｋｍ) 

４区(２．０ｋｍ) ５区(２．６ｋｍ) 

 



ロードレースの部(中学生の部) 男子・女子(２．０ｋｍ) 

ロードレースの部(小学生の部) 男子・女子(１．７ｋｍ) 

 

７ 参加資格   (１)中学生２年生以下でチームを編成すること。(ただし、広島市スポーツ少年団所属の場合、小

学生も参加可能) 

         (２)中学生参加団体は、団体の責任において選手の傷害保険に加入しておくこと。小学生について

は主催者で保険に加入する。 

         (３)ロードレース(小学生の部)は、小学生５年生・６年生のみとする。 

 

８ 参加制限   (１)駅伝の部は、同一のスポーツ少年団、同一の学校、または、クラブチームに所属している選手

で構成すること。 

         (２)駅伝の部は男子１チーム６名(補員３名まで)、女子は１チーム５名(補員３名まで)で構成し 

           男女とも１団３チームまでの出場を認める。ただし、参加数が多い場合は２チームまでとす

る。その場合 C チームを削除する。 

         (３)ロードレースの部は、駅伝の部に出場できなかった選手及び人数が足りなくてチームが作れ

なかった団の選手。人数の制限は行わない。また、当日の申し込み(選手変更)も受け付けるが、

駅伝にもロードレースにも申し込んでいない新規の選手の受付はできない。 

         (４)小学生は男女とも各団の参加制限はない。 

 

９ 競技規則   (１)この大会は２０２０年度日本陸上競技連盟駅伝競走基準と大会要項により行う。 

         (２)申し込み後の選手変更は、オーダーの変更及び補員からの起用は認める。 

         (３)選手は定められたアスリートビブスを胸背部に正しくつける。アスリートビブスは主催者で

準備し、当日、渡すので各自安全ピンを準備すること。 

尚、アスリートビブス番号は昨年度の実績に準じて主催者側で決定する。 

         (４)選手は各区招集時刻に招集場所にて招集を受ける。 

         (５)伴走は禁止する。また、植え込みに入っての応援はしないこと。 

         (６)たすきは主催者で準備する。 

         (７)ウオーミングアップは指定されたエリアで行うこと。 

         (８)道路の左端を走ること。ただし、第一球技場から折り返しまでは道路の右側を走ること。 

           (コースにおいて交差する場合があるので厳守すること) 

         (９)事故のないよう安全面に十分に留意し、大会役員の指示に従う。 

           特にカーブにおいては走路員の指示に従うこと。従わない場合、失格もありうる。 

 

１０ 表 彰   【駅伝の部】 

          男女各優勝チームには、優勝旗・優勝カップ・トロフィー・メダル・賞状・賞品・ 

          ２位のチームには、準優勝カップ・トロフィー・メダル・賞状・賞品 

３位のチームには、トロフィー、メダル、賞状、賞品、 

          ４位～６位のチームには賞状、賞品、 

          ７位、８位のチームには賞状を授与する。 

          また、各区間１位には盾、３位までの入賞者には賞状を授与する。 

          男女の優勝チームの監督には、監督賞を授与する。 

     



          【ロードレースの部】(中学生・小学生の男女とも) 

          １位～３位までにはメダル、賞状、賞品、 

          ４位～６位までには賞状、賞品、 

          ７位～１０位までには賞状を授与する。 

 

１１ 参加料    【広島市スポーツ少年団加入チーム】 

           男女とも ２０００円  男子または女子のみ １５００円 

          【広島市スポーツ少年団未加入チーム】 

           男女とも ４０００円  男子または女子のみ ２５００円 

【ロードレース】(小学生の部) 

               一人 １００円 

           ※参加料は当日、受付の際に徴収します。 

 

１２ 参加申し込み  (１)申し込み期日 令和２年１０月３０日(金)～１１月１３日(金)１７：００ 

           (２)申し込み方法 e メールでの申し込み 

                    広島陸協のホームページ(JAAF HIROSHIMA)→競技会・行事日程→ 

                    広島市スポーツ少年団新人駅伝→申し込み書でダウンロードし、必要な 

                    項目に入力して申し込み先に送信する。 

           (３)申し込み先 e メールアドレス kengogo0621@yahoo.co.jp 

                   ファイル名は｢第３１回スポ少新人駅伝申し込み書(○○)｣ 

                   ()の中には、団名、学校名を入力して送ってください。 

                   ※送信を受け付けた場合、返信を行う。 

                    返信がない場合は、申し込み手続きが完了していないので、アドレスを

確認の上、再度送信してください。 

           (４)中学生は今年度の県中体連登録番号を入力する。小学生は必要ありません。クラブチーム

はデータ処理の便宜上、日本陸連登録番号の前に「９」をつけて入力をすること。 

 

           【問い合わせ先】 広島市立伴中学校 児玉 健吾 

                         (学校) 082-848-0017 

                                                  (携帯) 090-9462-8668 

 

１３ その他     (１)大会期間中の選手の健康管理及並びに生活指導については、各チームの責任において確

認、指導をお願いします。特に交通事故に対しては格別の注意をお願いいたします。 

           (２)貴重品等は、忘失しないように各チームで責任をもって管理すること。 

           (３)ゴミは各自で持ち帰るか、ゴミパッカー車へ捨てること。 

           (４)トイレは陸上競技場及び公園内のトイレを使用すること。 

           (５)大会の傷害については、応急処置のみとする。 

           (６)地域住民や通行人の邪魔にならないよう十分注意すること。 

           (７)駐車場については、競技場の駐車場を使用すること。 

           (８)女子の１区２区の選手は、開会式に参加しなくよい。 

           (９)昨年度優勝チーム、男子・女子(松賀)は優勝旗を持参してください。 

                      (10)競技及びウォーミングアップ中以外はマスクを着用してください。 
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           (11)新型コロナウイルス感染防止の観点からスタンドから声を出しての応援は控えてくださ

い。 

(12)大会主催者は、競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負わない。 

(13)ウイルス性の感染症等や悪天候を含む、競技会の運営および安全確保に支障をきたす不 

可抗力事態が発生、または発生する恐れがある場合は、主催者は必要に応じて大会中止、 

一部中止等を含む競技会の内容を変更することがある。 

(14)今後の感染状況を見て、詳細のお知らせは広島陸協ホームページにアップしますのでご

確認ください。 

 

１４ 新型コロナ感染症に対する予防対策 

      

（１）本大会は，日本陸連「陸上競技活動再開についてのガイダンス」に沿って競技会運営を行う。 

ガイダンス最新版は，日本陸連ホームページに掲載されているので，大会参加者は必ず事前に

確認し感染症対策を徹底したうえで参加すること。 

       （２）今後の感染状況の変化によりガイダンスが更新された場合，大会要項を変更する可能があるの

で，了承の上で申し込むこと。 

       （３）大会１０日前～当日までの事前の取り組みとして，以下が必要である。 

         （競技者） 

          〇「様式Ａ－１：大会参加承諾書」 を保護者が記入して，団体責任者に提出する。 

          〇「様式Ｂ：体調・行動履歴記録表」を１１日分記入して引率者に報告し、大会終了後２週間

程度本人が保管する。 

           

         （引率者） 

          〇「様式Ｂ：体調・行動履歴記録表」を１１日分記入し，大会終了後２週間程度各自で保管し

ておく。 

           〇「様式Ｃ：参加団体同行者体調記録表」に競技者・引率者の１０日分の記録内容をまと 

めて記入する。 

          ※「様式Ｃ：参加団体同行者体調記録表」のみ大会当日，団体受付時にて提出。 

            ※中学生のみ 

 

         （大会役員・審判員・保護者引率等の大会関係者） 

           〇「様式Ｂ：体調・行動履歴記録表」を１１日分記入し，大会終了後２週間程度各自で保管し

ておくこと。 

〇「様式Ｄ：来場者（大会役員・競技役員・引率保護者）体調記録表」を役員受付時に提出す 

る。 

  

             ＜それぞれの準備必要書式＞ 

様式 選手 団体引率者 大会役員・ 

審判等関係者 

Ａ－１（大会参加承諾書） 団体責任者へ提出 団体責任者が管理  

Ｂ（体調・行動履歴表） 記入して自己管理 記入して自己管理 記入して自己管理 

Ｃ（参加団体同行者体調記録表） 当日受付に提出 当日受付に提出  

Ｄ（来場者体調記録表）   当日受付に提出 

      ※大会役員・審判員を含め必要書式をダウンロードして記入のうえ，大会当日，            

受付にて提出すること。 



           

                 参加者募集  

第３１回 広島市スポーツ少年団新人駅伝大会 

小学生ロードレースの部 

 

１ 主 催  広島ニューライオンズクラブ  

       （公財）広島市スポーツ協会 

              広島市陸上競技スポーツ少年団 

２ 後 援  広島市教育委員会  広島市陸上競技協会 

３ 協 賛  コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社  

４ 期 日   令和２年１２月１３日(日) 競技場開門時間 ８：００ 

５ 日 程  開 会 式   １０：００ 

       小学生受付   １１：３０～１２：００ 

広島広域公園 エディオンスタジアム エントランス 

       駅伝の部（中学）１１：００～ 

       小学生ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ  １３：１５（予定）スタート（女子の部） 

               １３：２５（予定）スタート（男子の部） 

６  会  場    広島広域公園内園路  

                受  付    広島広域公園 エディオンスタジアム エントランス 

                   広島市安佐南区大塚西五丁目１－１ 

７ 種 目  小学生ロードレース（男子の部・女子の部）距離（１．７ｋｍ）小学生５・６年生とする 

８  参加申込  (１)申し込み期日 令和２年１０月３０日(金)～１１月１３日(金)１７：００ 

           (２)申し込み方法 e メールでの申し込み 

                    広島陸競のホームページ(JAAF HIROSHIMA)→競技会・行事日程→ 

                    広島市スポーツ少年団新人駅伝→申し込み書でダウンロードし、必要な 

                    項目に入力して申し込み先に送信する。 

           (３)申し込み先 e メールアドレス kengogo0621@yahoo.co.jp 

                   ファイル名は｢第３１回スポ少新人駅伝申し込み書(○○)｣ 

                   ()の中には、団名、学校名を入力して送ってください。 

                   小学生で個人で申し込みの場合、（ ）に個人名を入力してください。 

送信を受け付けた場合、返信を行う。返信がない場合、申し込み手続きが完

了していないので、再度送信してください。 

 

          （４） ※小学生は登録番号の欄は記入しなくてよい。 

                   

 【問い合わせ先】 広島市立伴中学校  児玉 健吾 

                               （学校） （０８２）８４８－００１７ 

                               （携帯）  ０９０ー９４６２－８６６８ 
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９ 参加料  １人 １００円（当日受付で納めてください） 

10 その他  (1) 引率及び受付は保護者または指導者の方でお願いします。 

(２)大会主催者は、競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負わない。 

(３)ウイルス性の感染症等や悪天候を含む、競技会の運営および安全確保に支障をきたす不可抗力事

態が発生、または発生する恐れがある場合は、主催者は必要に応じて大会中止、一部中止等を含

む競技会の内容を変更することがある。 

（４）今後の感染状況を見て、詳細のお知らせは広島陸協ホームページにアップしますのでご確認く

ださい。 

 

11 新型コロナ感染症に対する予防対策 

     

             （１）本大会は，日本陸連「陸上競技活動再開についてのガイダンス」に沿って競技会運営を行う。

ガイダンス最新版は，日本陸連ホームページに掲載されているので，大会参加者は必ず事前

に確認し感染症対策を徹底したうえで参加すること。 

       （２）今後の感染状況の変化によりガイダンスが更新された場合，大会要項を変更する可能があるの

で，了承の上で申し込むこと。 

       （３）大会１０日前～当日までの事前の取り組みとして，以下が必要である。 

         （競技者） 

          〇「様式Ａ－２：大会参加承諾書」 に必要事項を保護者が記入し、大会当日の受付で提出す

る。 

          〇「様式Ｂ：体調・行動履歴記録表」を１１日分記入して保護者に報告し，保護者が保管する。 

           

         （引率者・引率保護者） 

          〇「様式Ｂ：体調・行動履歴記録表」を１１日分記入し，大会終了後２週間程度各自で保管し

ておく。 

           〇「様式Ｄ：来場者（大会役員・競技役員・引率保護者）体調記録表」を受付時に提出する。 

                    

              ＜それぞれの準備必要書式＞ 

様式 選手 団体引率者 

保護者引率者 

大会役員・ 

審判等関係者 

Ａ－１（大会参加承諾書） 当日受付に提出   

Ｂ（体調・行動履歴表） 記入して保護者管理 記入して自己管理 記入して自己管理 

Ｃ（参加団体同行者体調記録表）    

Ｄ（来場者体調記録表）  当日受付に提出 当日受付に提出 

      ※大会役員・審判員を含め必要書式をダウンロードして記入のうえ，大会当日，            

受付にて提出すること。 

  

 

 


