
交通MAP

個人情報の取り扱いについて
　主催者は、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厳守

し、個人情報を取り扱います。

　主催者は大会参加者のサービス向上を目的と

し、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次

回大会の参加案内、大会協賛・協力・関係団体

からのサービスの提供、記録発表（ランキング

等）に利用いたします。また、主催者もしくは

委託先から申込内容に関する確認連絡をさせて

いただくことがあります。

申込規約・誓約事項
①申込後のキャンセルは出来ません。また過剰入金、重複申込、エントリーミス等いかなる事由でも返金はいたしません。
②主催者の責によらない事由で大会が中止あるいは不参加の場合、参加料の返金は行いません。（新型コロナウイルス
　感染拡大による中止の場合は除きます。別記参照ください。ただし、令和 4 年 12 月 19 日～令和 5 年１月 9 日の期
　間において岡崎市体育館（火曜及び 12/29 ～ 1/3 休館）にて参加賞の配布を行います。郵送はいたしません）
③申込者本人以外の出走は認めません。また、年齢、性別の虚偽申請等があった場合は出場が取り消されます。
④大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と使用権は
　主催者に属します。
⑤私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等に
　ついて、主催者の責任を問いません。
⑥私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。
⑦私は、大会開催中の事故・傷病への補償は主催者側が加入した保険の範囲内であることを了承します。
⑧私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ち
　に従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。
⑨リレーマラソン参加者に高校生の参加がある場合は、必ず保護者の承諾を得てください。またその保護者
　の代表者は同意書に署名をお願いします。

大会ボランティア 募 集
　大会事務局スタッフと一緒に運営を手伝っていただけ
るボランティアスタッフを募集します。御協力いただけ
る方は、（公財）岡崎市スポーツ協会まで御連絡ください。
従事内容はコース安全管理、リレーゾーン安全管理等を
予定しています。

参加者
駐車場

参加者
駐車場

スタートスタート

リレーゾーンリレーゾーン

コース図

岡崎
IC

豊田東
IC

至新東名

至蒲郡

乙川

矢
作
川

339

335

239

26

56

1

248

八帖

稲熊交差点

大平町新寺

大樹寺一丁目

大樹寺三丁目

●愛知医科大学メディカルセンター

●おかざき自然
　体験の森

●常磐郵便局●常磐郵便局

北
岡
崎

岡崎市役所
●

岡崎市役所
●

岡崎警察署
●

イオンモール　
岡崎●

イオンモール　
岡崎●

岡崎市東公園●岡崎市東公園●
岡崎市立●
愛知病院　
岡崎市立●
愛知病院　

　岡崎市民病院
●東岡崎 ●岡崎中央

　総合公園

岡崎市龍北
総合運動場
岡崎市龍北
総合運動場

東
名
高
速
道
路愛知環状鉄道

愛知環状鉄道

伊勢湾岸道

東海道本線

名鉄名古屋本線

●
岡崎
公園

●
岡崎
公園

総合グランド西

園内略図

岡崎市龍北総合運動場
岡崎市真伝町亀山12-2　℡（0564）46－3261

総合グランド西

335

447
参加者駐車場

参加者駐車場

受付
（マルヤス岡崎龍北スタジアム）

大会参加賞
大会オリジナルマスク

マスクサイズ表
・鼻のつけ根から、耳の裏とあごのラ
インを通り、あごまでの長さを計測。

ジュニアサイズ ２９．５～３３ｃｍ

Sサイズ ３２～３４．５ｃｍ

Mサイズ ３４～３６．５ｃｍ

Lサイズ ３６～３８ｃｍ

大会参加賞
大会オリジナル保冷トートバッグ

保冷トートバッグのカラーは下記
の２色から選んでください。

※レッド・ブルーは同一サイズです。
　未選択の場合は、事務局におい
　て決定します。
※サイズ目安　W35×H21×D14（㎝）

レッド・ブルー



ekiden relay marathon

申 込 方 法
① 窓口申込
　所定の申込用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて
大会事務局（岡崎市スポーツ協会）までお申し込みください。
② インターネット及び携帯電話からの申し込み
　スポーツエントリー　https://www.sportsentry.ne.jp/
　パソコンまたはスマートフォンから URL にアクセスし、指示に従ってお申込
　みください。（支払方法：クレジットカード、コンビニ、ネットバンク、ペイジー）
※ウェブエントリーには別途エントリー手数料がかかります。
※小学生駅伝競走大会の岡崎市外枠は、窓口及びインターネットからも
　お申し込みできます。
※小学生駅伝競走大会の岡崎市内枠は、窓口申し込みのみです。インター
　ネットからのお申し込みはできません。
■チーム代表者宛に最終案内を大会１週間前までに郵送します。万一、
　不着の場合は大会事務局へお問い合わせください。

共 通 事 項
①選手以外は陸上競技場内には入場出来ません。
　それ以外の方は観覧エリアでお願いします。
②大会開催日直近の社会事情や感染拡大状況により、競技方法の
　変更や無観客での開催とする場合があります。競技方法や観覧エリア等の変
　更、決定については、大会ホームページに掲載しますので、御確認ください。
③お楽しみ抽選会の抽選賞品の引き渡しは当日限りです。お忘れなくお受け取
　りください。
④申し込み後の選手変更は１１月２６日（土）までにお願いします。
⑤医務室に救護班が待機していますが、応急手当以上の責任は負いかねます。
　当日は体調を整えて参加してください。
⑥荷物等、貴重品の管理は各チームで行ってください。

募　　集

各部門５０チーム（先着）
岡崎市内枠　３０チーム（全員が岡崎市在住のチーム）

岡崎市外枠　２０チーム（岡崎市外在住の児童を含むチーム）
（締切日前でも定員に達した場合、若しくは社会状況を鑑みお申込受付を

終了させていただく場合があります。早めにお申し込みください。）

日　　程

午後０時３０分：開会式（予定）

（午後１時００分：スタート　午後 3 時００分競技終了）開会式及び競技開始時刻は予定です。参加チーム数等により時間差スタートを実施する場合があります。

募　　集

各部門６０チーム（先着）
（締切日前でも定員に達した場合、若しくは社会状況を鑑みお申込受付を

終了させていただく場合があります。早めにお申し込みください。）

参 加 料

１名　２，０００円（申込時に納入）

各部とも第６位までに
賞状・賞品を
授与します。

表　彰

小学生駅伝終了までは、陸上
競技場内に入場出来ません。

種　　別

① 男子の部・・・・全員が男性のチーム
② 女子の部・・・・全員が女性のチーム
③ 混合の部・・・・女性 1 名以上を含む男女混合チーム（女性が必ず１周以上走ること）

① 男子の部・・・・全員が男性のチーム
② 女子の部・・・・全員が女性のチーム
③ 混合の部・・・・女性 1 名以上を含む男女混合チーム（女性が必ず１周以上走ること）

参 加 資 格
１周 (1.5km) 以上完走できる走力があり、申込規約に同意出来る愛知県内在住の高校生以上のかた１周 (1.5km) 以上完走できる走力があり、申込規約に同意出来る愛知県内在住の高校生以上のかた

編　　成
１チ－ム２名以上１０名以内で編成１チ－ム２名以上１０名以内で編成

第７回

ハーフ リレーマラソン第７回

小学生駅伝競走大会
おかざき おかざき

愛知県内在住の小学 4年生以上で編成したチ－ムで、保護者の承諾を得た児童愛知県内在住の小学 4年生以上で編成したチ－ムで、保護者の承諾を得た児童

参 加 資 格

１チ－ム５名で編成（５区間合計７．７ｋｍ）１チ－ム５名で編成（５区間合計７．７ｋｍ）

編　　成

種　　別

① 男子の部・・・男子児童で編成したチーム

② 女子の部・・・女子児童で編成したチーム

① 男子の部・・・男子児童で編成したチーム

② 女子の部・・・女子児童で編成したチーム

日　　程

午前９時００分：開会式
午前９時３０分：男子の部スタート
　　　　　　　　(女子の部は、男子の部が終了次第スタート)

午前９時００分：開会式
午前９時３０分：男子の部スタート
　　　　　　　　(女子の部は、男子の部が終了次第スタート)

参 加 料

１チ－ム　３，０００円
（申込時に納入）

①

　一人 1 周（1.5ｋｍ）を走って

次走者にリレーします。第１走者のみ安

全確保のため、約 1.7ｋｍを走ります。

また、区間の途中で走者を変更する事は

出来ません。

②

　タスキリレーは、定められたリレーゾー

ン内で行います。なお、ゴール後にタス

キを回収します。タスキを未返却の場合、

タスキとチップ代（3,000 円）を請求さ

せていただきます。

③

　サブメンバーを含めた登録メンバー以外

の出走（代理出走）は失格の対象となります。

④

　走行に不適当、または危険と見なした

かた（チーム）は競技を中止していただ

きます。

競 技 方 法
①タスキリレー

　当日、計測チップの入ったタ

スキを貸し出します。周回の際には

必ずそのタスキを使用してください。タスキを

着けずに周回した場合は記録が取れませんの

で、注意してください。

②記録証

　各選手に記録証を発行します。

③サブメンバー

　サブメンバーは複数のチームのサブとしてエ

ントリーできます。但し、その場合の参加賞は

１点だけとなります。

※本年度は記録会は開催しません。

そ   の   他

① 
　一人 1 周（1.5km）以上
を走り、次走者にリレーをし、
合計 21.0975ｍ走りタイムを競います。
第１走者のみ 1.5975ｋｍを走ります。
区間の途中で走者を変更する事は出来
ませんが、一人で続けて何周走っても構い
ません。走る順番、回数は自由です。
②
　タスキリレーは、定められたリレーゾー
ン内で行います。なお、ゴール後にタスキ
を回収します。タスキを未返却の場合、タ
スキとチップ代（3,000 円）を請求させて
いただきます。
③ 
　登録メンバー以外の出走（代理出走）は
失格の対象となります。
④
 　走行に不適当、または危険と見なしたか
た（チーム）は競技を中止していただきます。
⑤
　スタートから１２０分を経過した時点
で、チェックポイントを通過できない場合
は、次の周回に入ることが出来ません。 

大会ルール
①タスキリレー
　タスキ ( 計測チップ入り ) による計測

・受付の際、各チームに計測チップの入ったタスキを貸し出します。
   周回の際には必ずこのタスキを使用してください。タスキを着けずに周
   回した場合は記録が取れませんので、注意してください。コースの途中で交替することは
   出来ません。
②周回チェック

・当日お渡しする公式記録表に、1 周目から１４周目までのランナーの名前を記入してください。
   周回数は各チームで管理してください。周回の不足は失格となりますので注意してください。
③伴走

・一人で 1.5km を走るのが不安な選手にチームメイト一人が伴走することが出来ます。
・伴走者は、他のチームに迷惑がかからないように走行してください。
・伴走者がコース途中で選手と交替し競技に参加することは出来ません。伴走者は、受付ま
   たは本部にて伴走用のナンバーカードを用意しますので必ず胸に付けて走行してください。
④競技時間

・スタートから 120 分以内にゴールしたチームは完走と認め、完走証を発行します。
   （１チーム 1 枚）
⑤その他

・リレーマラソンの開催前に小学生駅伝を実施していますので、その競技中はコース上でアップ
   をすることは出来ません。またリレーマラソン開催中も同様です。競技運営に支障がない
   ようにお願いします。
※大会に際しては大会ルールを遵守し、安全で楽しくレースができるよう御協力ください。

そ   の   他

各部とも第６位までに
賞状・賞品を
授与します。

（個人表彰はありません。）

駅伝参加者を対象としたお楽
しみ抽選会で、ラッキー賞を
授与します。（男女各５名）

表　彰

その他

優勝チームには

優勝旗を授与

おもてなし

入賞チーム副賞等

※副賞は昨年度例です。本年度は変更になる場合があります。　※本年度より飛び賞もあります。

第６位 さつまいも １箱 第３位 みかん  １箱 

第１位 切モチ  １箱 第４位 ランニングエッグ １箱 

第２位 リンゴ  １箱 第５位 年越しそば １箱 

ハーフリレー参加者を対象としたお楽しみ抽選会でラッキー賞（お肉２kg）
を授与します。（計４名）

参加者全員に協賛商品を提供

大塚製薬㈱ 提供　　　　　　　　　　　マルサンアイ㈱ 提供

協賛
商 品

※協賛品は変更にな
　る場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策について新型コロナウイルス感染症対策について
当大会は各種感染症対策を講じた上で開催しますが、大会主催者は開催により参加者、運営スタッフ
その他関係者に新型コロナウイルス感染症等の感染が認められた場合、その感染に対しいかなる責任
も負いません。上記方針及び別記の各種対策に同意いただける方のみ、参加申込をお願いします。


