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第３２回都道府県対抗              

全日本マスターズ駅伝競走大会 実施要項 (案) 

主  催  (公社)日本マスターズ陸上競技連合  

後  援  厚生労働省 スポーツ庁 愛知県 愛知県教育委員会（公財）愛知県スポーツ協会 

（予定）   中日新聞社 東海テレビ放送 あいちスポーツコミッション 

主  管  第３２回都道府県対抗・全日本マスターズ駅伝競走大会実行委員会 

（一財）愛知陸上競技協会、愛知マスターズ陸上競技連盟  

１ 期  日  ２０１９年１１月１７日 (日)  

 

２ 会  場  愛・地球博記念公園 

                 〒４８０－１３４２ 愛知県長久手市茨ヶ廻間乙１５３３－１ 

                 ＴＥＬ ０５６１－６４－１１３０ ＦＡＸ ０５６１－６１－２１５０ 

 

３ 種  目   

＊対抗の部 ①男子    ６区間  スタート １１時００分 

②女子    ５区間  スタート  ９時３０分 

③エルダー ５区間  スタート  ９時３０分 

＊交流の部 ④男子    ６区間  スタート １１時００分 

⑤女子    ５区間  スタート  ９時３０分 

⑥エルダー ５区間  スタート  ９時３０分 

 

４ 各部門の区間・距離・年齢クラス区分・・・対抗の部・交流の部共通 

  区 分 男  子 女  子 エルダー 

区 間 年齢区分 距 離 年齢区分 距 離 年齢区分 距 離 

第１区 Ｍ３５ ５．０Ｋｍ   Ｗ３５ ３．０Ｋｍ  Ｗ５５ ３．０Ｋｍ 

第２区  Ｍ５５ ５．０Ｋｍ  Ｗ５０ ３．０Ｋｍ Ｍ６５ ３．０Ｋｍ 

第３区  Ｍ５０ ５．０Ｋｍ  Ｗ４５ ３．０Ｋｍ Ｍ７０ ３．０Ｋｍ 

第４区  Ｍ４５ ５．０Ｋｍ  Ｗ４０ ３．０Ｋｍ  Ｗ６０ ３．０Ｋｍ 

第５区  Ｍ４０ ５．０Ｋｍ  Ｗ３０ ３．０Ｋｍ Ｍ６０ ３．０Ｋｍ 

第６区  Ｍ３０ ５．０Ｋｍ － － － － 

 計 ６名 ３０．０Ｋｍ ５名 １５．０Ｋｍ ５名 １５．０Ｋｍ 

 

５ チーム編成 

① 年齢は、２０１９年１１月１７日の大会当日の満年齢とし、区間年齢区分に適合した選手で

あること。ただし、当該年齢区分に適合者がいない場合は、当該年齢区分以上の高年齢者を

エントリーすることができる。ただし、一人１種目、１部門しか出場できない。 

② 対抗の部は各都道府県代表１チームとする。交流の部はチーム数に制限はない。 

③ チーム編成は、男子６名、女子５名、エルダーは男子３名、女子２名とする。各種目に監督

１名を配置し、監督は選手を兼ねることができる。 

④ 補員は、男子６名、女子５名、エルダー５名までとする。 

⑤ 正選手は他の種目への正選手及び補員にエントリーはできない。なお、補員のエントリーに

限り他の種目、部門との重複エントリーを認める。ただし、大会前日の選手変更により、そ

の補員がいずれかの種目・部門の正選手として出場する場合は、他の種目・部門の補員とし



 2 

ての資格を失うものとする。 エントリー申込み後の変更は認めない。 

⑥ 正選手の変更は、大会前日（１１月１６日）の監督会議受付で変更届を提出すること。 

⑦ 登録された正選手及び補員以外の選手を起用するチームが監督会議で申し出た場合は、オー

プン参加とする。ただし、起用する区間の年齢区分に適合する者に限る。起用する区間の年

齢区分に適合しない選手の起用は参加を認めない。 

 

６ 競技規則 ２０１９年度（公財）日本陸上競技連盟駅伝競走規準及び（公社）日本マスターズ陸上

競技連合競技規則並びに本実施要項により実施する。 

 

７ 参加資格 対抗の部は、監督・正選手・補員とも２０１９年度（公社）日本マスターズ陸上競技連

合の登録者で、（公財）日本陸上競技連盟の登録者であること。 

  

８ 参加料  対抗の部 男子＝６,０００円    女子およびエルダー＝５,０００円   

       交流の部 男子＝１２，０００円 女子およびエルダー＝１０，０００円 

 

９ 表彰 

  ◇対抗の部 

○チーム表彰 

男子      １位 優勝旗(持ち回り) 賞状・メダル・副賞 

            ２位・３位  賞状・メダル 

            ４位～８位  賞状   

女子      １位 優勝杯、賞状・メダル・副賞 

            ２位・３位  賞状・メダル 

            ４位～８位  賞状  

エルダー     １位 優勝杯、賞状・メダル・副賞 

            ２位・３位  賞状・メダル 

            ４位～８位  賞状 

総合優勝  優勝チームにトロフィーと賞状 

総合順位は対抗の各部門の総合得点で決定する。 

点数は、１位を１０点、２位８点、３位６点、４位４点、５位２点、６位１点とする。 

（同点数の場合は、男子の部の上位のチームを上位とする。） 

○個人表彰        

     区間賞は、各部門各区間の区間記録１位の選手に、賞状およびメダル並びに副賞 

（同タイムの場合は、出生日の早い者を上位とする。） 

◇交流の部 

○チーム表彰 

各部門  １位  賞状・メダル・副賞 

２位  賞状・メダル 

３位  賞状・メダル 

○個人表彰 

     区間賞は、各部門各区間の区間記録１位の選手に、賞状およびメダル並びに副賞 

（同タイムの場合は、出生の早い者を上位とする。） 

 

１０ 第１０４回日本選手権大会のマスターズ種目参加資格 

   この駅伝競走大会において、年齢クラスに適合する男子は、区間１位、２位、女子は、区間１位

の選手に長距離種目（１５００ｍの予定）の参加資格を与える。 
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１１ 対抗の部の参加チームには、(公社)日本マスターズ陸上競技連合の予算額の範囲内で、旅費の助

成をします。 

 

１２ 申込方法  各都道府県マスターズ陸上競技連盟は、大会事務局がＨＰに掲載する申込書様式に

入力しデータで大会事務局に申し込むこと。 

申込期限 ２０１９年１０月１２日（土）必着とする。 

 

参加料は、申込と同時に下記口座に振り込むこと。なお、一旦支払われた参加料等は理由の如

何を問わず返却しない。 

    みずほ銀行亀戸支店 普通預金 口座番号 １４９１６６９ 

              口座名義 公益社団法人 日本マスターズ陸上競技連合 

 

１３ 留意事項 

  ① 競技中に発生した傷害・疾病・不慮の事故などについては、主催者側は応急処置を除きその他

の一切の責任は負わないものとする。 

  ② 選手は別紙「健康対策について」を熟読し、事前に医師による健康診断を受けるなどして自己

の健康管理に十分留意し参加すること。また、当日体調が悪い場合は、参加を辞退すること。 

    セーフティジャッジが出場又は競技続行が無理と判断した場合は、出場または競技の続行はで

きない。指示に従わない場合は、そのチームは失格とする。 

  ③ 大会当日は、主催者で参加選手・大会役員に対して１日レクリエーション保険に加入するが、

万一に備えて、健康保険証を持参すること。 

④  選手が競技中著しく遅れ、競技の進行に支障を来す場合は、審判長の判断により、繰り上げ出

発をすることがある。（原則として、繰り上げ出発はしない。） 

⑤ コース事情により、コースに役員の配置はするが、監督車の運行はしない。 

⑥ 駅伝の選手または補員がロードレースに出場しようとするときは、大会要項に基づき、あらかじ

めロードレースに参加申込をしておくこと。 

⑦ 駅伝の正選手が補員と交代しロードレースに出場しようとするときは，その補員がロードレース

に参加申込をしてあれば交替出場を認める。ただし、監督会議受付時に届け出ること。 

⑧ 個人情報について主催者は、この大会に参加するすべての競技者の個人情報を競技運営に必要と

する用途以外には使用しない。また、競技者は、大会プログラム、インターネット、新聞等の報

道メディアに肖像、姓名、性別、年齢、所属および大会成績が掲載、転載により公開されること

を承諾の上、参加申込みをすること。 

 

１４ 交通・宿泊等  

弁当・交通・宿泊・観光等の受付については、（株）トヨタツーリストインターナショナルが代

行する。   

 

１５ 問い合わせ先・（公社）日本マスターズ陸上競技連合事務局 

            〒１３６－００７１ 東京都江東区亀戸６－５８－１５ 

                      ダンディリオン亀戸駅前ビル７階              

            ＴＥＬ ０３－５８５８－１１２６   

Ｅmail jt-master@j-master.gr.jp 

・全日本マスターズ駅伝競走大会実行委員会事務局 

          ・愛知マスターズ陸上競技連盟事務局 

           〒４７１－０８２５ 豊田市明和町６－４９－７ 

           ＴＥＬ ＆ ＦＡＸ ０５６５－２７－３８５９ 

mailto:jt-master@j-master.gr.jp
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           Ｅmail katsu-s@hm8.aitai.ne.jp 

 

１６ 日 程 

  １１月１６日 (土) チーム受付   １５：３０～   ウインクあいち １３０２号会議室 

監督会議    １６：００～  ウインクあいち １３０２号会議室 

 ＊ウインクあいち（愛知県産業労働センター）  

〒４５０－０００２ 名古屋市中村区名駅四丁目４番３８号 

（ユニモール地下街５番出口 キャッスルプラザ筋横向い） 

  ＴＥＬ ０５２－５７１－６１３１ 

            開 会 式   １７：００～  キャッスルプラザホテル鳳凰の間（４階） 

            交 流 会   １８：００～  キャッスルプラザホテル鳳凰の間（４階） 

              ＊キャッスルプラザホテル  

〒４５０－０００２ 名古屋市中村区名駅四丁目３番２５号 

（ユニモール地下街１１番出口） 

               ＴＥＬ ０５２－５８２－２１２１ 

  

 １１月１７日 (日) 駅伝スタート   ９：３０  対抗・交流の部 女子・エルダースタート 

                    １１：００  対抗・交流の部 男子スタート 

駅伝表彰式   １３：００（予定） 愛・地球博記念公園屋外ステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


