
  １　趣旨　　中・高齢者の体力・健康増進と競技力の向上を目指し、併せて生涯スポーツの振興を図る。

  ３　後援　　庄原市・庄原市教育委員会・（公社）日本マスターズ陸上競技連合
　 　　 備北丘陵公園管理センター・国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所

　 庄原市体育協会・(株)グリ-ンウインズさとやま

　　　　　　   　   　　　　　　　　　競技開始　  １０：３０ 　　     閉 会 式　 １４：００(予定)

  ６　場所　　庄原市三日市町4-10　　国営備北丘陵公園　つどいの里クラブハウス　中継　折り返しコ-ス

  ７  部門

区間 区　分 距　離 区　分 距　離 区　分 距　離 区分 距離
第１区 40歳以上 ５　ｋｍ 18歳以上 ３　ｋｍ 60歳以上 ３　ｋｍ 無し １　ｋｍ
第２区 50歳以上 ５　ｋｍ 40歳以上 ３　ｋｍ 65歳以上 ３　ｋｍ 男女混成 一斉出発し3人
第３区 55歳以上 ５　ｋｍ 50歳以上 ３　ｋｍ 70歳以上 ３　ｋｍ 可能 の合計タイム　
第４区 45歳以上 ５　ｋｍ 50歳以上 ３　ｋｍ 65歳以上 ３　ｋｍ ※申告タイムに近い順に
第５区 18歳以上 ５　ｋｍ 18歳以上 ３　ｋｍ 60歳以上 ３　ｋｍ 　順位をつける。

　 　　　(1)  監督1名(選手兼任可)補欠5名以内。(補欠は部をまたがって登録できるが、選手に登録された
　　    　　　場合は、補欠の資格を失うものとする。)

  　　　　*  2019年度(公社)日本マスターズ陸上競技連合及び中国スターズ陸上競技連盟の登録会員
　であること。

　  　　　*  未登録者を含むチームは、オ-プン参加として扱う。ただし、登録者は区間賞の対象とする。

　　　　　2018年度(財)日本陸上競技連盟駅伝競走基準、(公社)日本マスターズ陸上競技連合競技規則、

《参加料送付については、別紙送金明細を参照お願いします。》

　 男子の部・女子の部・還暦の部・※タイムマッチレースの部の４部門とする。

  　　　 (2)  男子の部には、W18  以上1名を含むことができる。

  ４　主管　　広島マスターズ陸上競技連盟・庄原市陸上競技協会

  ５　日時　　２０１９年３月２０（水）～２１日（祝）　雨天決行
　　　　　　   ３月　２０日（水）　   受　  付　  １４：００     　   監督会議　 １５：００　　　

 １１　参加料       

 １０　表彰　　     
   　　　(1)  各部門の1～3位に賞状・賞を授与する。

男子還暦の部

　  　　　*  年齢は満年齢とし平成３１年３月２１日を基準とする。

　８　参加資格

　　   　　　 男子 還暦の部には、W50以上1名を含むことができる。
  　　　 (3)  年齢区分に合致しないチームはオープン参加とする。

タイムマッチレースの部

　　　　（5） 駅伝とタイムマッチレースの両方への参加も可能。

　  　　　* 1チーム 12,000円、タイムマッチレースの部は１チーム3,000円
    　　 　　 申し込みと同時に納入すること。

 １２　参加申込　  

　　　　　　　３月１５日（金）までに受付証が到着しない場合は、大会事務局へ問い合わせること。

　  　　　*  平成３１年３月６日(水)必着 

　　　　　及び本大会要項による。

   　　　(5)  各部門の優勝チーム監督に優勝監督賞を授与する。

　　　　　　　所定の申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて大会事務局へ直接申し込むこと。

　 　　　(2)  各部門の4～6位に賞状を授与する。

第３６回中国マスターズ駅伝　実施要項

　　　　　　 　３月  ２１日（祝） 　　受    付    ８：１０～８：４０  開会式　　　８：５０～

　 　　　(3)  各部門の区間１位に区間賞を授与する。
   　　　(4)  参加者全員に参加賞を授与する。

 　　　  (4)　タイムマッチレースは１５分の制限時間を設ける。計時の応援、走者の時計着用は認めない。

　　          区間・距離・年齢区分は下記の表のとおりとする。

  ２　主催　　中国マスターズ陸上競技連盟・広島マスターズ陸上競技連盟

　９  競技規則

男子の部 女子の部

     　  　　 大会事務局から、受付証をチーム代表者に送付する。



　　　　　*第３６回中国マスタ-ズ駅伝大会実行委員会事務局

         (2)  競技中に体調不良を感じた場合は、無理をせず速やかに競技を中止する勇気を持つこと。
　       (3)  競技中発生した不慮の事故については、応急措置はしますが、以後の責任は負いません。

   　　　○　監督会議　　　　　　　　　　　　 １５：００ ～　　　　　 つどいの里クラブハウス　　　　　　　　

かんぽの郷庄原（市内） 0824-73-1800 １泊２食　９０００円から
庄原ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ（市内） 0824-72-6789 １泊　　　 ６０００円から（朝食別途540円）
鮎の里公園（口和町） 0824-89-2244 １泊２食　７０００円から

　【図】

【案内】
つどいの里クラブハウス 国道183号 「北入口」から入場　（３月２１日は８：００～入園可能）

公園管理センター 国道183号北入口より東側 「特別養護学校入口」から入場
電話　０８２４－７２－７０００

※３月２０日の監督会議、受付は【特別支援学校入口】から入り
　公園管理センター駐車場にお越しください。そこからつどいの里
　クラブハウスへ案内します。

　　　　　　　○　　当日受付　　　　 ３月　  ２１日  （祝）　　　　８：１０～８:４０                      　　つどいの里クラブハウス

　　　　 ○　前日受付け　 ３月　２０日（水）  １４：００ ～　　　　　 つどいの里クラブハウス

              ○  　開会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８：５０～       　　　　　　　　　　　　　つどいの里クラブハウス

　１　８　 宿泊について  (各自にてお申し込みください)

   　　　○　弁当
 １７  弁当について　　～　(申し込み書に○印をしてください。)

　　　 　　　　　お茶付　８００円で準備します

　 　　  ○　競技開始(スタート)               １０：３０ ～　女子・還暦の部

　　　　 ○　閉会式　　　　　　　　　　　　   １４：００ ～（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：１０ ～（予定）タイムマッチレース

 １６  日程【場所は下図を参照してください。】

         (1)  選手は事前に健康診断を受け、体調を確認のうえ参加すること。

 １５　その他　　  

         (3)  大会当日は９:３０以降でないと駅伝コースに入れません。

　       (1)  ナンバーカードは主催者で準備します。大会終了後に各チームごとに返却してください。
　       (2)  前年度の優勝チームは、持ち回りカップの返還を忘れないようお願いします。

　　　　　　　開会式に連絡しますが、アップはクラブハウス近くで実施可能。

　 　　　　　　   〒729-3721　広島県庄原市総領町稲草2051-2

　　　　　　　　　　携   帯　090-4578-4288

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝口和博

施　設　名 　　電　　話

 １４　留意事項　 

 １３　大会事務局（ 申し込み先＆問い合わせ)

         (4)  記録は、競技終了後各チーム代表者にお渡しします。
　      　    選手等は一日スポーツ保険に加入しますが、健康保険証の携帯をおすすめします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１：３０ ～　男子一般の部

     

　　　　　　　　　　℡＆fax　0284-88-2284  E-mail:k.taki@hi3.enjoy.ne.jp

備北丘陵公園 国道183

北入口 

特養学校

入口 

つどいの里クラブハウス                             

開会式 閉会式 

スタート 中継 フィニッシュ 



　・締め切り日　　３月　６日(水)必着 県名

部別 区間 年齢区分 氏名 登録番号 生年月日 満年齢 弁当

監督

男 1区 40歳以上

子 2区 50歳以上

の 3区 55歳以上

部 4区 45歳以上

5区 18歳以上

補欠

補欠

補欠

補欠

補欠

部別 区間 年齢区分 氏名 登録番号 生年月日 満年齢 弁当

監督

女 1区 18歳以上

子 2区 40歳以上

の 3区 50歳以上

部 4区 50歳以上

5区 18歳以上

補欠

補欠

補欠

補欠

補欠

部別 区間 年齢区分 氏名 登録番号 生年月日 満年齢 弁当

監督

還 1区 60歳以上

暦 2区 65歳以上

の 3区 70歳以上

部 4区 65歳以上

5区 60歳以上

補欠

補欠

補欠

補欠

補欠

口座記号 ０１３８０－９
番号 １００８３６
加入者名 広島マスターズ陸上競技連盟

第３６回　中国マスターズ駅伝　広島大会参加申込書

以上のとおり(　　　　)チーム、参加料　　　　　　　　　円を払い込み申込します。

尚、参加に際し、万一の不慮の事故が発生した場合応急措置以降、一切の責任は参加者自身が負うことを

誓約同意致します。

２０１９年　　　月　　　日　　誓約責任者　　

チーム名

チーム名

チーム名


