第７回メディキットひょっとこ駅伝競走大会
（第38回日向市駅伝競走大会）要項
１ 主 催

メディキットひょっとこ駅伝競走大会実行委員会

２ 後 援

日向市・日向市教育委員会・日向市体育協会・日向市スポーツ推進委員協議会
夕刊デイリー新聞社・旭化成日向事務所・日向商工会議所

３ 期 日

平成３０年１２月１６日（日）

４ 会 場

日向市駅前スタート・ゴール

５ 日 程
（１）受 付
（２）監督会
（３）開会式
（４）競 技
（５）閉会式

日向市陸上競技協会

雨天決行
※別紙地図参照

午前 ７時００分～
午前 ７時３０分～
午前 ８時００分～
午前１０時００分～
午後１２時４５分（予）～

日向市駅前広場
日向市駅前広場
日向市駅前広場
日向市駅前
日向市駅前広場

６ グループ部門と区間
Aグループ
・・・１３．２６ｋｍ
①一般男子（高校含）の部 ②マスターズの部 ③中
学生男子の部 ④一般女子（中学・高校含）の部
日向市駅前～３００ｍ直進（豊永電
気左折）～ベルフォート前直進～中
第１区 ３．３１ｋｍ 原交差点左折～塩見橋交差点左折
～金子メガネ北店

受付テント
本部テント前

Bグループ

・・・１３．２６ｋｍ

⑤小学男子の部 ⑥小学女子の部
日向市駅前～３００ｍ直進（豊永電
気左折）～ベルフォート前直進～中
第１区 １．９９ｋｍ 原交差点左折～塩見橋交差点左折
～正念寺入口前

第２区 １．３２ｋｍ 正念寺入口前～金子メガネ北店

金子メガネ北店～不動寺えそばみ橋

金子メガネ北店～不動寺えそばみ橋

第２区 １．７５ｋｍ 折返～駅前ロータリー～日向商工会 第３区 １．７５ｋｍ 折返～駅前ロータリー～日向商工会
議所前折返し～日向市駅
日向市駅前～宮崎太陽銀行財光寺

第３区 ２．００ｋｍ 支店前

議所前折返し～日向市駅
日向市駅前～宮崎太陽銀行財光寺

第４区 ２．００ｋｍ 支店前

宮崎太陽銀行財光寺支店前～財光

宮崎太陽銀行財光寺支店前～財光

第４区 ２．６０ｋｍ 寺南小学校前折返～五十猛神社前 第５区 ２．６０ｋｍ 寺南小学校前折返～五十猛神社前
交差点左折～財光寺小学校
財光寺小学校～日向高校下折返～

第５区 １．９０ｋｍ 五十猛神社前

五十猛神社前～日向市駅前ロータ

第６区 １．７０ｋｍ リー～日向商工会議所前

交差点左折～財光寺小学校
財光寺小学校～日向高校下折返～

第６区 １．９０ｋｍ 五十猛神社前
１．７０ｋｍ
第７区

五十猛神社前～日向市駅前ロータ
リー～日向商工会議所前

７ 区間・距離・中継所・点呼時間・通過予定時間
(1)Aグループ
①一般男子（高校含）の部 ②マスターズの部 ③中学生男子の部
④一般女子（中学・高校含）の部
中 継 所
区 分 距 離
点呼時間
第１区 ３．３１ｋｍ

・・・１３．２６km
通過予定時間（先頭）

スタート

日向市駅前

９：４０

１０：００

第１B中継所

金子メガネ北店

９：５６

１０：１1

第２中継所

日向市駅前

１０：０２

１０：１７

第３中継所

宮崎太陽銀行財光寺支店前

１０：０８

１０：２３

第４中継所

財光寺小学校前

１０：１７

１０：３２

第２区 １．７５ｋｍ
第３区 ２．００ｋｍ
第４区 ２．６０ｋｍ
第５区 １．９０ｋｍ

第５区 １．９０ｋｍ
第６区 １．７０ｋｍ
（２）Bグループ
区 分 距離
第１区 １．９９ｋｍ

第５中継所

五十猛神社前

ゴール

日向市駅前（日向商工会議所前）

（一般女子（小学男子の部、小学女子の部）
中 継 所

１０：２３

１０：３８
１０：４４
・・・１３．２６ｋｍ

点呼時間

通過予定時間（先頭）

スタート

日向市駅前

９：４０

１０：００

第１Ａ中継所

正念寺入口前

９：５３

１０：０８

第１Ｂ中継所

金子メガネ北店

９：５８

１０：１３

第２中継所

日向市駅前

１０：０５

１０：２０

第３中継所

宮崎太陽銀行財光寺支店前

１０：１３

１０：２８

第４中継所

財光寺小学校前

１０：２３

１０：３８

第５中継所

五十猛神社前

１０：３０

１０：４５

ゴール

日向市駅前（日向商工会議所前）

第２区 １．３２ｋｍ
第３区 １．７５ｋｍ
第４区 ２．００ｋｍ
第５区 ２．６０ｋｍ
第６区 １．９０ｋｍ
第７区 １．７０ｋｍ
８ 競技規則

１０：５２

日本陸上競技連盟規則駅伝競走基準並びに本大会要項、及び代表者会・監督会申し合わせ
事項による。

９ 競技方法
（１） 中学生男子の部、一般男子（高校含）の部、マスターズの部、一般女子（中学・高校含）の部、小学男
子の部、小学女子の部、以上６部門に分けて開催する。
（２） スタートについては、午前１０時に日向市駅前を一斉スタートする。
（３） 申込み後の選手の変更は補欠とのみ可能。当日の監督会議までに変更届を提出したチームのみ
認める。
10 参加資格およびチーム編成
（１） 一般男子（高校含）の部は、監督１名、選手６名、補欠３名以内とする。※男女混合可。
（２） マスターズの部は、４０歳以上とし監督１名、選手６名、補欠３名以内とする。※男女混合可。
（３） 中学生男子の部は、監督１名、選手６名、補欠３名以内とする。
（４） 一般女子（中学・高校含）の部は、監督１名、選手６名、補欠３名以内とする。
※ただし、男女混合の場合は男子チームとして登録すること。
（５） 小学男子の部、小学女子の部は、監督１名、選手７名、補欠３名以内とする。
※ただし、男女混合の場合は男子チームとして登録すること。
（６） 同一チームで２チーム以上（例；○○中A、○○中Bなど）参加する場合、選手の重複登録は認めない。
（７） 日向市外の出場チームも、正式参加扱いとする。
（８） 参加チームの制限を設ける。各種目で合計チーム数に達した時点で申込み受付を締め切る。
小学男子の部、小学女子の部、一般女子の部は３部門合わせて２５チーム。
中学男子の部、一般男子（高校含）の部は２部門合わせて６０チーム。
マスターズの部は１５チーム。
11 参加料
（１） 一般男女の部（高校のみ）、中学生男女の部及び小学男女の部は、１チーム5，000円。
一般男女の部（高校を除く）及びマスターズの部は、１チーム12，000円。
※一般女子の部で参加するチームの中で、６区間中４区間以上が中学生の場合は、中学生チームとして
認め、参加料は１チーム5，000円とする。
（２） 参加料は理由の如何にかかわらず返金しない。
１２ 申込み方法
（１） 参加希望者は、メディキットひょっとこ駅伝大会のホームページ（http://sports.hyottoko-ekiden.org/）
で大会申込み様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、平成３０年１１月２５日(日曜日）17時迄
に「スポーツエントリー」にて申し込むこと。
（２） 出場チーム枠を設ける。出場枠に達した時点で申込み期日締切前でも申込みを締め切る。

（３） 申込み締切後の受付は一切しない。
（４） 選手変更がある場合は、代表者会議（事前）または大会当日の受付及び監督会議までに選手変更届を
提出すること。※大会当日は大会本部：日向市駅前広場テントに提出すること。
《問い合わせ先》
【大会全般】
①〒８８３－００３７

日向市不動寺５２
黒木 直行 宛
電話・FAX （０９８２） ５２ - ６５２９
②〒８８３－００４４
日向市上町３－１５ 日向商工会議所内
駅伝担当：甲斐、野口 宛
電話 （０９８２） ５２ - ５１３１
１３ 代表者会議

※各チームの監督者又は代表者は、必ず出席をお願いします。

※代表者会議に欠席されたチームは欠場扱いと致しますのでご了承ください。

（例）３チームエントリーの場合は、監督が同一監督でも各チームの代表者３名の出席をお願いします。
（１）日 時
１２月１日（土曜） １４時００分～１５時００分（予定）
（２）場 所
日知屋公民館
〒８８３－００６２ 日向市大字日知屋1425-1
電話 （０９８２） ５２ - ７１５５
（３）内 容
大会要項詳細説明。大会当日の確認事項説明。
各チームナンバーカード通知等。
１４ その他
（１） プログラムは、チームに２部ずつ当日配布する。
（２） ナンバーカードは、主催者で準備し、当日受付時に配布する。大会終了後、代表者はチームに配布
したナンバーカードを必ず回収し、大会事務局へ返却すること。
（３） 徒歩移動困難な中継所への選手の輸送は、大会本部が準備する車両で行う。
（４） 選手収容は最後尾より行い、競技中にコースに入り選手の収容を行ったチームは失格とする。
（５） 傷害保険には主催者にて加入するが、この大会において生じた事故等については、一切の責任を
負わないものとする。
（６） 参加者は、健康診断を受けるとともに、練習を十分に行い、競技に支障のないようにしておくこと。
（７） 走者は道路左側を走行し、審判・監察員・警察官の指示に従うこと。
（８） 各中継所では、最終コールを通過予定時刻の１５分前までに行う。
（９） 警察の指示があった場合、競技の進行上必要があれば特別の処置を行うことがある。
（10） 表彰は、各部門とも３位まで行う。各区間の１位者には区間賞を授与する。
※ 例年、監察員が少なく、大会当日の競技運営において大変苦慮しているところです。
各チームから監察員のボランティアスタッフを２名以上お願いします。尚、監察員の対象は成人以上であれ
ば可。経験は問いません。

