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期日 令和４年１２月４日（日） 

主催 可茂地区体育協会 

共催 美濃加茂市スポーツ協会 

   加茂郡体育協会 

主管 美濃加茂市陸上競技協会 

 

                      
 大会結果 

https://minokanojrathletic.jimdofree.com/?preview_sid=657370 

https://minokanojrathletic.jimdofree.com/?preview_sid=657370


代 表 者 会 議 確 認 事 項 
 

１、里山公園・サブゲートの開門は７時４５分です。 

２、チーム受付は、８時１５分から４５分まで、双六学校前で行います。 

選手変更届を変更が無くても提出する。 

各選手の健康チェックシートは、各チームで保管する。 

３、選手変更は、控え選手から変更区への充当のみ。   

４、ナンバーカード、タスキ 

  受付時に、ナンバーカード、タスキを渡します。競技終了後返却のこと。 

走る区間の枝番のカードをユニフォームの胸と背に付ける。 

５、点呼 

・点呼は、スタート地点、及びそれぞれの中継所地点で行う。 

 このとき、ナンバーカードの付いたユニフォームを着て集合のこと。 

点呼時間 スタート ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 

男  子 9:20 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 

女  子 10:40 10:50 11:00 11:10 11:10  

４、競技について 

  ・走者は、左側を走行する。 

  ・引継ぎは、タスキで行う。タスキは、肩からかけて走ること。 

  ・タスキの引継ぎは、手から手へ確実に受け渡すこと。 

  ・タスキを引継ぐ走者は、競技役員の指示で待機所に入り、役員の指示で中継所

より前方に位置すること。 

  ・タスキを渡し終えた走者は、他の競技者の妨害にならないように走路外に出る。 

  ・一切の伴走、及びこれに類する行為を行わないこと。 

  ・第１走者は、１０分前に集合線に集合し、５分前に競技の服装になる。 

  ・競技中に走者が不慮の事故等で競技を中止した時は、当該チームのその区間の

競技を無効として、審判長の指示で次の走区から次走者を出発させる。総合記

録は認めないが、無効となった区間以外の区間記録は認める。 

  ・先頭走者より著しく遅れた場合は、審判長の判断で繰上げを行うことがある。 

  ・競技中に生じた事故については、応急処置、救急手配のみ主催者で行うが、事

故の責任は負わない。（保険対応のみ） 

５、付添について 

   中継所選手待機地点には、付添は入ることができない。 

６、表彰について 

   団体表彰 各部門 優勝～６位 

   個人表彰 各部門 区間賞   

永年優秀秀選手（10回、20回、30回、40回、50回出場者） 

７、その他 

   ・大会結果は、https://minokanojrathletic.jimdofree.com/?preview_sid=657370 

   ・開会式、閉会式は行いません。 

https://minokanojrathletic.jimdofree.com/?preview_sid=657370


大会日程 
      

      ７：４５  ぎふ清流里山公園サブゲート開門 

８：１５  チーム受付開始（双六学校） 

      ８：４５  受付終了 

      ９：００  開会宣言 

      ９：４０  男子（一般・高校・中学）スタート 

     １１：１０  女子（一般・高校・中学）スタート 

     １２：００  小学生（男女）スタート 

１２：３０  競技終了 

     １３：００  閉会宣言 

 

［開会宣言］ 

       期日  令和４年１２月４日（日） ９時００分 

       場所  ぎふ清流里山公園遊具広場付近 

 

１、開式宣言 

２、大会長あいさつ 

３、審判長注意 

 

［閉会宣言］ 

       時間  １３時ごろ 

       場所  ぎふ清流里山公園遊具広場付近 

 

 

表彰 
＊全体表彰式は行いません。 

競技終了１時間後を目途に、入賞チームごとに表彰します。 

１、永年出場選手（10回、20回、30回、40回、50回出場者）の表彰（随時） 

２、成績発表（競技終了１時間後） 

３，表彰（男女別、部門別、各区間） 

  ・男子の部（１位～６位） 

  ・女子の部（１位～６位） 

  ・区 間 賞（男女別、部門別、各区間） 



 

第５８回加茂駅伝大会実施要項 
 

１．趣  旨    駅伝大会を通じて親睦を深め、地域スポーツの振興と住民の体力向上を 

          図ることを目的とする。 

２．主  催   可茂地区体育協会 

３．共  催   美濃加茂市スポーツ協会 加茂郡体育協会 

４．主  管   美濃加茂市陸上競技協会 

５．後  援   中日新聞社、ぎふ清流里山公園、市町村教育委員会、町村体育」協会 

６．期  日   令和４年１２月４日（日）  雨雪決行 

  会  場   ぎふ清流里山公園（旧平成記念公園「日本昭和村」）  

受  付   双六学校      8：15～8：45 

開会式   双六学校北広場  ９：００ 

           スタ―ト   男子 ９：３０   女子 １１：００  小学生１２：００ 

           閉会式   双六学校北広場  １３：００ 

７．区  間   男子６区間、女子・小学生５区間（ぎふ清流里山公園内外周コース） 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．参加区分  男女とも中学、高校、一般の部。小学生の部 

          中学、高校生は学校単位でチ―ム編成し、必ず学校長の承諾を得ること。 

          小学生のチーム編成は、男女別で自由。 

９．参加資格  美濃加茂市及び加茂郡に在住又は在職、在学者に限る。 

          一般のチ―ムに高校生及び日本陸連登録の大学生を含めない。 

          小学生は、クラブ登録可。 

 

男子    km 

第１区 スタート C 折返し A 中継所 3.1 

第２区 A 中継所 E 折返し Ｇ中継所 2.8 

第３区 Ｇ中継所 A 中継所 Ｄ中継所 3.6 

第４区 Ｄ中継所 E 折返し A 中継所 2.3 

第５区 A 中継所 E 折返し F 中継所 2.4 

第６区 F 中継所   ゴール 2.0 
   合計 16.2 
     

女子    km 

第１区 スタート C 折返し A 中継所 3.1 

第２区 A 中継所 E 折返し F 中継所 2.4 

第３区 F 中継所   A 中継所 2.0 

第４区 A 中継所 E 折返し F 中継所 2.4 

第５区 F 中継所   ゴール 2.0 

      合計 11.9 
     

小学生    km 

第１区 Ｈ中継所   A 中継所 1.2 

第２区 A 中継所 I・B 折返し H 中継所 1.3 

第３区 H 中継所   A 中継所 1.2 

第４区 A 中継所 I・B 折返し H 中継所 1.3 

第５区 H 中継所   ゴール 1.2 

      合計 6.2 



 

 

１０．競技規定  

       （１）チ―ム編成  男子 監督１ 選手６ 補欠２ 計 ９名 

                   女子 監督１ 選手５ 補欠２ 計 ８名 

                   小学生・男女共 監督１ 選手５ 補欠２ 計 ８名 

      （２）タスキ・ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 大会当日受付で渡し、閉会式までに返却する。 

      （３）その他  ・走者は左側走行、一切の伴走を禁止する。 

                ・上記の規定に違反したチ―ムは、失格とする。 

                ・各中継所の点呼は、通過予定３０分前に行う。 

１１．表  彰   団体表彰  優勝～６位 

           個人表彰  区間賞 

10回、20回、30回、40回、50回出場者 

１２．参加申込  申込期限  令和４年１１月２０日（日） 

           申込先  美濃加茂市太田町１９１６プラザちゅうたい 

           メール   kamoekiden@yahoo.co.jp（メール申込のみ） 

           ＊申込書は、HPhttp://riku.wakash.com/からダウンロード 

又は、メールで請求してください。 

           参加料  一般５０００円、小中高４０００円 

            振込先  東濃信用金庫 美濃加茂支店 

                    加茂駅伝大会 星野広典（ほしのひろふみ） 

                    口座番号 ０９０７７４９ 

＊２０日までに、メールでチーム、選手名の申込みを行う。 

 ２２日までに、参加料を振込む。 

２４日までに、領収書のコピーと参加申込書をプラザちゅうたい（郵送可）提出  

 ３０日までに、選手の区間エントリーをメールで行う。 

 

１３．代表者会議   代表者会議は行わない。質問等は、メールで行う。 

連絡事項は、事務局から申込元にメールで連絡する。 

              （ナンバーカードは、当日チーム受付で渡す。） 

１４．試 走  ・下記時間のみ試走ができます。 

 １１月２６日（土）8：00～9：00  集合場所 サブゲート入口 

 １１月２７日（日）8：00～9：00  集合場所 サブゲート入口 

１２月 ３日（土）8：00～９：00  集合場所 サブゲート入口 

  ＊外周の門はこの時間のみ開放します。その他の時間はサブゲートから出入する。 

１５．その他  ・駅伝大会中の傷害等は、応急処置及び保険の対応のみとする。 

・この大会の問合せは事務局プラザちゅうたい（℡26-3241）まで 

http://riku.wakash.com/


 
第５５回加茂駅伝大会成績表（平成元年１２月１日） 

 
〇一般男子の部 

      優勝 川辺走友会Ａ         ５７．５５ 

      ２位 チーム高山線       １．０３．０９ 

      ３位 加茂高校ＯＢ       １．０３．３４ 

 

〇高校男子の部 

      優勝 美濃加茂高校Ｄ         ５２．５４ 

      ２位 美濃加茂高校Ｂ        ５３．１３ 

      ３位 美濃加茂高校Ｃ        ５３．５６ 

 

〇中学男子の部 

      優勝 美濃加茂西中Ａ        ５８．４５ 

      ２位 坂祝中            ５９．２７ 

      ３位 美濃加茂東中Ａ      １．００．０５ 

 

 

〇一般女子の部 

      優勝 美濃加茂ランナーズ           ５０．５９ 

      ２位 東白川村体育協会     １．０６．０９ 

 

〇高校女子の部 

      優勝 美濃加茂高校          ４４．３１ 

       

〇中学女子の部 

      優勝 美濃加茂西中Ａ        ４７．３８ 

      ２位 八百津中学校Ａ        ４９．３５ 

      ３位 黒中駅伝部          ５１．５２ 

 

 



大会役員名簿 

 

大 会 長             佐合 隆治 

副 会 長             佐藤 悦男 

大 会 委 員             大鋸 利光   片桐  徹   纐纈 正喜  井戸 好明 

        佐伯  学   杉山 邦彦   安保 泰男 

競技委員長   渡辺 国昭    

総   務   星野 広典 

総 務 員             岩瀬 徹郎   高井 俊樹 

審 判 長             堀江 俊男 

審 判 員             武市 秀治   坂井 知足    

記 録 集 計             星野 勇樹   貝川 勇人   山本雄一郎 

         

救   護   大梅 孝幸   石井 克彦    

 

中継所等役員 

  ○スタ―ト・Ａ中継所（美濃加茂市）小学生中継所Ｈ 

        堀江 俊男   桜井 和男   木村 公平   菊谷  登 

        荻野 知彦   酒向 秀之   小池 淳一   粟野  彰 

        大脇 一雄   安江 保志   加納 大希（美濃加茂中） 

   

○Ｃ折返し・Ｇ中継所（加茂郡）小学生折返し 

      堀部 大樹   多治見 勉   宇田 尚弘   武井 一晃 

  日比野 南   安江 瑛正   今井 宣之 

        

  ○Ｄ中継所・Ｆ中継所（美濃加茂市）小学生折返Ｂ 

小栗 弘利   中島 康英   岸  栄二   安達 萌乃 

渡辺  力   東中      西中      川辺中 

磯谷 勝芳   佐藤 三和   小川 孝行   亀山 啓祐 

    黒川 愛仁   木澤 裕之   長屋 恵佑 

  ○Ｅ折返し（加茂郡） 

加茂郡体育協会長 

 

○Ａ中継所－Ｉ地点付近（美濃加茂ジュニア父母） 

         

  ○補助員（参加校生徒） 

        美濃加茂高校陸上競技部（３０名） 


