第６６回市民駅伝大会開催要項
１．主
２．共
３．後
４．日

催
催
援
時

天草市陸上 競技協会
天草市体育 協会 ・天 草郡市中学 校体育連盟
天草市教育 委員会・ 熊本日日新 聞社・天草ケー ブルネット ワ ーク
令和２年 １ 月１９ 日 （日）小雨 決行
８：０ ０～受付 開始
９： １ ０～開会 式
９：４ ０～スタ ート（１０ 分前集合）
５．場 所
西の久保公 園外周２ 周回（ 14km）本部は公園 管 理棟
６．コース区間 及び距離
公園中 スター トし 300ｍ走 り左 折 、500ｍ下 り 、新道 に出る 手前 の 旧 道
１区
2.2km
を左折し水の平 へ、信号を 左折し毛 利医院前中 継
交差点を左折し 本町方面 へ 1km 走り、火葬 場方 向へ左折、坂の頂上 で中
２区
1.8km
継
800m 下りきった ら左折し 本渡市街地 方向へ、 JA 前を通過し新 道を左折
３区
3.0km
し坂を上り、ト ンネルを通 り抜け左 折し、公園 内を 300ｍ走り 中継
４区
2.2km １区と同コース
５区
1.8km ２区と同コース
６区
3.0km ３区と同コース
７．参加 部門
①高校・ 一般の 部（6 人の うち 2 名ま では学生 を含むことがで きる）
②混合の部 （一般女 子 2 名以上 を含むこと）
③中学男子 の部
④中学・高校 女 子の部
８．参加申込み 方法
各チームの責任 者は、選 手６名 、補員２名 を申込 み用紙に記載し １月１０ 日（金 ）
までに必着する よう大会事 務局へメ ールで申し 込むこと 。 参加 費は下記金 融機
関へ振り込むこ と 。また、 メール申 し込みが不 可能なチームは 直接北星堂 スポ
ーツへ参加費を 添えて申し 込むこと 。 （当日持 参は不可）
①ゆうちょ銀行 171102-35103911 天草市陸 上競技協会
９．参加申込み 後の選手変 更
選手変更及 び、区間 変更のある 場合は、大会 3 日前までに メール で 大会事務局
（080-6413-5305）へ連絡 すること。
10．参加料
一般５，０ ００ 円・ 高校３，０ ００円・中学２ ，０００円 （1 チーム ）
11．表 彰
①３位まで を入賞と し、 各部門 それぞれを表彰 する。
②一般高校 ・中学男 子・女子の 区間記録１位に は、区間賞 を授与す る。
12．注意事項
(1)「交通整理 員」の職務 を的確に遂 行可能な １名を配置でき るチーム。
(2)後 ゼッケン・タスキは各 自チーム で準備すること 。前に番号 、後 ろにチ ーム名と 走
者を記載（前の ゼッケンは 事務局で 準備します ）
(3)事 故及びその 他故障を生 じた場合 は、各チームご とに処理し 、集合時間 にいない 場
合は 失格とする 。これにつ いては、 大会本部は 責任を問わない 。
(4)選 手の配置、 収容は、各 チームで 行うこと。
(5)交 通の障害と なるため、伴走は一 切認めない。そ の他応援の ため自動車 、単車に よ
る走者の追い越 し等は 交通 法令を厳 守し、一般 車両の円滑な交 通に配意す ること。
(6)大 会本部は、 大会中の事 故に対し 、応急処置以外 の責任を負 わない。
(7)走 者は、左側 を走ること を原則と し、 歩道がある ところは歩 道を走る こと。
13．申込先
〒 863-0015 天 草市大浜 町 2-45
北星堂ス ポーツ
℡23-5270
14．大会事務局
天草 市陸上競技 協会
携帯 080-6413-5305

事 務局長 大 中靖
E ﾒｰﾙ onkyss43@a.acn-tv.ne.jp

