
第 81回一関・盛岡間駅伝競走大会 開催要項 
 

１．主 催  岩手陸上競技協会 岩手県 岩手県教育委員会 岩手県高等学校体育連盟 岩手日報社 

２．後 援  岩手県体育協会 一関市 平泉町 平泉町教育委員会 奥州市 奥州市教育委員会 金ケ崎町 金ケ崎町教育委員会 北上市  

北上市教育委員会 花巻市 花巻市教育委員会 花巻市体育協会 紫波町 紫波町教育委員会 矢巾町 矢巾町教育委員会 盛岡市 

３．協   賛  東北銀行 

４．協 力  岩手県警察 陸上自衛隊岩手駐屯地 ＩＢＣ岩手放送 

５．期   日  2022年 11月 23日（水・勤労感謝の日） 雨天決行 

           スタート：一般の部＝午前 8時、一関市・一ノ関駅前 

                高校の部＝午前 10時 30分、北上市・東北銀行北上支店（北上市役所）前 

           ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開会式および表彰式は行わない。 

６．競 技 規 定  ①日本陸上競技連盟駅伝競走規準による。 

         ②一般の部は郡市町村対抗とする。各郡市町村ともＡ・Ｂの 2チームまで出場を認める。 

③高校の部は学校対抗とする。各校ともＡ・Ｂの 2チームまで出場を認める。 

④一般、高校ともに複数の市町村、高校の競技者で編成する合同チームの出場を認める。ただし、上記②③出場チーム競技者の合同チー

ム参加は認めない。チーム記録は参考記録とし、個人記録は公式記録として認める。 

⑤競技者変更は、正競技者と補欠との交代のみとする。正競技者間での区間変更は認めない。 

７．参 加 資 格  ①一般、高校ともに 10月 21日（申込締切日）時点の 2022年度岩手陸上競技協会登録者（すでに他都道府県協会に登録している場合は重

複登録できないので注意すること）とし、競技者は男子に限る。なお本大会は一般の部、高校の部ともに、以下のいずれかに該当する

ものとする。 

          （１）出身高校所在地が県内 

（２）出身大学所在地が県内 

（３）住居が県内 

         ②外国人の競技者登録については各チーム 2名以内とし、出場については 1名とする。 

８．チーム編成  【一般の部】 

①同一の郡市町村内に在住か勤務する者、または当該地区内の陸協やクラブチームに登録・所属している者、または同地区内の高校、

大学を卒業した者で編成し、監督 1 名、マネジャー1 名（必要な場合）、競技者 14 名以内（補欠含む）で構成する。大学生は一般に

含む。 

②合同チームは 3市町村以内の競技者で編成し、「競技規定②」で出場する市町村は含めない。 

         【高校の部】 

①監督 1名、マネジャー1名（必要な場合）、競技者 9名以内（補欠含む）で構成し、競技者は 2003年 4月 2日以降に生まれた者と 

する。全日制、定時制の混成は認めない。高等専門学校は高校に含む（但し、1～3年生で編成すること）。 

②合同チームは 2校以上の競技者で編成し、「競技規定③」で出場する高校は含めない。 

９．コ ー ス  【一般の部＝総距離 95.0ｋｍ】 

第１区  一ノ関駅前      ～ 平泉中継所    （中尊寺前）           9.1ｋｍ 

第２区  平泉中継所      ～ 奥州・前沢中継所 （前沢明峰支援学校前）      7.5ｋｍ 

第３区  奥州・前沢中継所   ～ 奥州・水沢中継所 （岩手スバル水沢店前）     10.7ｋｍ 

第４区  奥州・水沢中継所   ～ 金ケ崎中継所   （街地区生涯教育センター前）   6.9ｋｍ 

第５区  金ケ崎中継所     ～ 北上中継所    （東北銀行北上支店前）     11.6ｋｍ 

第６区  北上中継所      ～ 花巻中継所    （公設地方卸売市場前）      8.5ｋｍ 

第７区  花巻中継所      ～ 花巻・宮野目中継所（花巻市交流会館前）       8.6ｋｍ 

第８区  花巻・宮野目中継所  ～ 花巻・石鳥谷中継所（ジョイス石鳥谷店南側）     7.4ｋｍ 

第９区  花巻・石鳥谷中継所  ～ 紫波中継所    （紫波警察署前）         6.8ｋｍ 

第 10区  紫波中継所      ～ 矢巾中継所    （徳田小学校前）          6.7ｋｍ 

第 11区  矢巾中継所      ～ ゴール      （盛岡市・東北銀行本店前）    11.2ｋｍ 

         【高校の部＝総距離 49.2ｋｍ】 

第１区  東北銀行北上支店前  ～ 花巻中継所    （公設地方卸売市場前）      8.5ｋｍ 

第２区  花巻中継所      ～ 花巻・宮野目中継所（花巻市交流会館前）       8.6ｋｍ 

第３区  花巻・宮野目中継所  ～ 花巻・石鳥谷中継所（ジョイス石鳥谷店南側）     7.4ｋｍ 

第４区  花巻・石鳥谷中継所  ～ 紫波中継所    （紫波警察署前）         6.8ｋｍ 

第５区  紫波中継所      ～ 矢巾中継所    （徳田小学校前）         6.7ｋｍ 

第６区  矢巾中継所      ～ ゴール      （盛岡市・東北銀行本店前）    11.2ｋｍ 

10．表 彰  一般、高校ともに資格審査終了時のエントリーチーム数(合同チームを除く)が 13 以上の場合は 6 位まで、同 12 以下の場合は 3 位までを

入賞とし表彰する。それぞれの優勝チームに優勝旗・優勝杯、準優勝チームに準優勝杯を授与する。また一般、高校ともに各区間の最高

記録には区間賞を授与する。大会結果・記録一覧は大会当日の夕刻までに岩手日報ホームページ（http://www.iwate-np.co.jp/）に掲載

する。 

11．参 加 申 込  Ｅメールと原本提出（送付または持参）の二段階での申し込みとし、いずれも 10 月 21 日（金）午後 3 時必着。申し込みの詳細は以下の

通り。電話、ファクスなどは受け付けない。また締め切り後は理由の如何を問わず受け付けない。 

▽岩手日報ホームページから所定の申込書をダウンロードし、必要事項を入力して大会事務局（ekiden@iwate-np.co.jp）宛にＥメール

で送る。あわせてチーム調査票、写真データ 2点（チーム集合・主将顔。JPEG形式限定）も必ず送ること。 

▽プリントアウトした原本に代表者または学校長印を押し、参加料を納付した際に受け取る「郵便振替払込金受領書（またはそのコピ

ー）」を添えて下記の大会事務局へ送付か持参すること。 

〒020-8622 盛岡市内丸 3－7 岩手日報社事業部内 一関・盛岡間駅伝競走大会事務局  ℡019(653)4121(直通) 

12．参  加  料  一般 10,000円（1チーム）、高校 8,000円（同） ※専用の郵便振替用紙を使用し納付すること。現金、現金書留、郵便為替等は受け付けない。一旦振

り込まれた参加料は、大会中止の時以外、いかなる理由であっても返却しない。 

裏面に続く 

mailto:ekiden@iwate-np.co.jp


13．資 格 審 査  10月 24日（月）午後 2時から主催者で行う。申し込みのあったチーム・競技者を審査し、エントリーを確定する。 

14. オーダー表提出  11月 11日（金）午前 11時必着で事務局（ekiden@iwate-np.co.jp）宛にＥメールで提出すること。 

15．監 督 会 議  11 月 22 日（火）午後 2 時から岩手日報一関ビル 2 階会議室（一関市大手町 3-40、0191-23-4124）で行う。大会運営上の重要事項につい

ての説明及び諸注意があるので各チームの監督は必ず出席すること（時間厳守）。欠席の場合は大会への参加を認めない。補欠起用のある

チームは「競技者変更届」に記入し、受付時に提出すること。 

         また大会当日にも監督会議を一般の部は午前 7時、高校の部は午前 9時 30分に各部門スタート地点付近でそれぞれ行うので、各チームの

監督（代理可）は出席すること。直前の大会連絡のほか、前日の監督会議以後に事故・急病等でやむを得ず出場できない競技者が出た場

合、審判長判断で競技者変更を認めることがあり、出場者の最終確認もあわせて行う。開催場所の詳細は事前に大会事務局から連絡する。 

16．そ  の  他  ①競技に使用するたすき（チーム名入り）とアスリートビブスは主催者で用意する。 

②各中継所における競技者の派遣・収容、荷物の運搬は各チームで行うこと。競技者の輸送については十分に安全を確認し、車両渋滞等

を引き起こさないように注意すること。特に中継所の前後 300ｍ（全 600ｍ）のコース上道路には、主催者の役員車両以外、絶対に駐車

しないこと。 

③車両による伴走は一切認めない。伴走行為が判明した場合、当該チームは失格とする。なお、競技者の安全確保は役員車両（審判車、

監察車等）が兼務する。 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

一関・盛岡間駅伝競走大会事務局 

＝新型コロナウイルス感染症対策について＝ 
今大会は、事務局作成の「新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」に基づき、対策を講じた上で開催します。 

なお、今後の岩手県内外の感染拡大状況に応じて、また社会情勢の変化や有事が発生した際には、コースの変更や大会を中止と

する可能性もあります。 

皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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