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～～第第１４１４回　小・中学校駅伝大会回　小・中学校駅伝大会～～

-石狩市民スポーツまつり実行委員会-
事務局：公益財団法人 石狩市体育協会

住所　石狩市花畔３３７番地４（石狩市B&G海洋センター内）
電話　0133-64-1220　FAX　0133-64-1222

e-mail　i-sports@crocus.ocn.ne.jp   URL　http://www.ishi-taikyo.or.jp

▲▽▲参加チーム募集▲▽▲
輝く過去の記録

　大会日程
　
　選手受付　　　８時００分～９時００分
　オープニング　９時３０分
　競技開始　　１０時２０分　中学駅伝スタート
　　　　　　　１０時２５分　小学駅伝スタート
　表彰式　　　競技終了後随時

　大会日程
　
　選手受付　　　８時００分～９時００分
　オープニング　９時３０分
　競技開始　　１０時２０分　中学駅伝スタート
　　　　　　　１０時２５分　小学駅伝スタート
　表彰式　　　競技終了後随時

　大会日程
　
　選手受付　　　８時００分～９時００分
　オープニング　９時３０分
　競技開始　　１０時２０分　中学駅伝スタート
　　　　　　　１０時２５分　小学駅伝スタート
　表彰式　　　競技終了後随時

期　　日  平成２６年９月７日(日)

コ ー ス  石狩市街地一円

参加対象  石狩市内小・中学校 

　　　　　 (ただし、小学校については、原則４年生以上とします。)

種　　目   １）単一校で編成されたチームとし、小学生にあっては

　　　　　　　 男女混成を認め、中学生にあっては男子と女子の部

　　　　　　　 とします

　　　　　 ２）小学生の部

               監督１名・競技者１０名(補欠員含む)※男女混合可

　　　　　 ３）中学生男子の部

               監督１名・競技者８名(補欠員含む)

　　　　   ４）中学生女子の部

               監督１名・競技者８名(補欠員含む)

区間・距離 １）小学生の部　７区間(１０㎞)

　　　　　　　 第1区～1.8㎞　第2区～1.0㎞　第3区～1.4㎞　第4区～1.4㎞

　　　　　　　 第5区～1.4㎞　第6区～1.7㎞　第7区～1.3㎞

　　　　　 ２）中学生男子の部・女子の部　５区間(１０㎞)

　　　　　　　 第1区～2.1㎞　第2区～2.0㎞　第3区～2.0㎞　第4区～2.0㎞  第5区～1.9㎞

競技方法　 出場チームが３０チーム以上ある場合は、２組に分け、５分間隔の時差スタートを行い、

　　　　　 タイムで順位を決定します。

表　　彰   各種目６位までを入賞とし表彰します。

　　　　　 各種目の１位には、優勝旗(持ち回り)、準優勝には、楯(持ち回り)を贈呈します。

申込締切　 平成２６年７月３１日(木)

申込方法　 所定の申込書に必要事項を記入のうえ所属学校ごとに申込みしてください。

　　　　　　(選手にあっては保護者の承諾書が必要になります。)

そ の 他　 注意事項などは、大会実施要項でご確認ください。

期　　日  平成２６年９月７日(日)

コ ー ス  石狩市街地一円

参加対象  石狩市内小・中学校 

　　　　　 (ただし、小学校については、原則４年生以上とします。)

種　　目   １）単一校で編成されたチームとし、小学生にあっては

　　　　　　　 男女混成を認め、中学生にあっては男子と女子の部

　　　　　　　 とします

　　　　　 ２）小学生の部

               監督１名・競技者１０名(補欠員含む)※男女混合可

　　　　　 ３）中学生男子の部

               監督１名・競技者８名(補欠員含む)

　　　　   ４）中学生女子の部

               監督１名・競技者８名(補欠員含む)

区間・距離 １）小学生の部　７区間(１０㎞)

　　　　　　　 第1区～1.8㎞　第2区～1.0㎞　第3区～1.4㎞　第4区～1.4㎞

　　　　　　　 第5区～1.4㎞　第6区～1.7㎞　第7区～1.3㎞

　　　　　 ２）中学生男子の部・女子の部　５区間(１０㎞)

　　　　　　　 第1区～2.1㎞　第2区～2.0㎞　第3区～2.0㎞　第4区～2.0㎞  第5区～1.9㎞

競技方法　 出場チームが３０チーム以上ある場合は、２組に分け、５分間隔の時差スタートを行い、

　　　　　 タイムで順位を決定します。

表　　彰   各種目６位までを入賞とし表彰します。

　　　　　 各種目の１位には、優勝旗(持ち回り)、準優勝には、楯(持ち回り)を贈呈します。

申込締切　 平成２６年７月３１日(木)

申込方法　 所定の申込書に必要事項を記入のうえ所属学校ごとに申込みしてください。

　　　　　　(選手にあっては保護者の承諾書が必要になります。)

そ の 他　 注意事項などは、大会実施要項でご確認ください。

～第１４回　小・中学校駅伝大会～～第１４回　小・中学校駅伝大会～

第２回大会
小学生の部
　花川南小学校Ａ39分28秒
中学生男子の部
　花川南中学校　37分43秒
中学生女子の部
　花川北中学校　40分14秒

第１回大会
小学生の部
　花川小学校　　38分40秒
中学生男子の部
　樽川中学校　　36分40秒
中学生女子の部
　花川南中学校　42分12秒

第３回大会
小学生の部
　花川小学校Ａ　39分36秒
中学生男子の部
　花川南中学校　37分48秒
中学生女子の部
　花川中学校　　46分23秒

第４回大会
小学生の部
　若葉小学校Ａ　37分30秒
中学生男子の部
　花川中学校　　35分26秒
中学生女子の部
　花川中学校　　40分23秒

第５回大会
小学生の部
　若葉小学校Ａ　37分39秒
中学生男子の部
　花川中学校　　35分13秒
中学生女子の部
　花川中学校　　39分13秒

第６回大会
小学生の部
　八幡小学校Ａ　38分31秒
中学生男子の部
　花川中学校Ａ　35分05秒
中学生女子の部
　花川中学校Ａ　41分45秒

第７回大会
小学生の部
　南線小学校Ｂ　37分32秒
中学生男子の部
　花川中学校Ａ　34分27秒
中学生女子の部
　花川中学校Ｄ　40分36秒

第８回大会
小学生の部
　石狩小学校Ａ　37分51秒
中学生男子の部
　花川中学校Ａ　34分56秒
中学生女子の部
　花川中学校Ｄ　40分09秒

第９回大会
小学生の部
　花川南小学校Ａ　38分28秒
中学生男子の部
　花川中学校Ａ　35分06秒
中学生女子の部
　樽川中学校Ｇ　38分59秒

第10回大会
小学生の部
　双葉小学校Ａ　36分49秒
中学生男子の部
　花川中学校Ａ　34分43秒
中学生女子の部
　樽川中学校Ｉ　40分46秒

第11回大会
小学生の部
　緑苑台小学校Ｃ　38分11秒
中学生男子の部
　花川中学校Ａ　35分03秒
中学生女子の部
　花川中学校Ｅ　43分43秒

第12回大会
小学生の部
　南線小学校Ｃ　38分05秒
中学生男子の部
　花川中学校　　35分34秒
中学生女子の部
　花川中学校Ｃ　45分03秒

第12回大会
小学生の部
　南線小学校Ｃ　38分05秒
中学生男子の部
　花川南中学校　35分34秒
中学生女子の部
　花川中学校Ｃ　45分03秒

第12回大会
小学生の部
　南線小学校Ｃ　38分05秒
中学生男子の部
　花川中学校　　35分34秒
中学生女子の部
　花川中学校Ｃ　45分03秒

第13回大会
小学生の部
　生振小学校Ａ　37分58秒
中学生男子の部
　花川中学校Ａ　35分42秒
中学生女子の部
　花川中学校Ｄ　46分18秒
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第１４回 小・中学校駅伝大会実施要項 

 

１．期  日 平成２６年９月７日（日） 

 

２．コ ー ス   石狩市街地一円 

 

３．参加対象 石狩市内小・中学校 

 

４．受付場所   石狩市役所横芝生広場 

         ※小雨の場合は、りんくる１Fホール 

 

５．日  程   選手受付 ８時００分～９時００分 

  オープニング ９時３０分 

  競技開始 １０時２０分 中学駅伝スタート 

   １０時２５分 小学駅伝スタート 

  表彰式 競技終了後随時 

 

６．種  目 （１）単一校で編成されたチームとし、小学生は、男女混成を認め、中学生は、

男子と女子の部とします。 

（２）小学生の部 ７区間（10 ㎞） 

  第１区～1.8 ㎞ 第２区～1.0 ㎞ 第３区～1.4 ㎞ 第４区～1.4 ㎞ 

  第５区～1.4 ㎞ 第６区～1.7 ㎞ 第７区～1.3 ㎞ 

  （３）中学生男子の部・女子の部 ５区間（10 ㎞） 

  第１区～2.1 ㎞ 第２区～2.0 ㎞ 第３区～2.0 ㎞ 第４区～2.0 ㎞ 

  第５区～1.9 ㎞ 

 

７．参加資格   ○選手は市内小・中学校に在籍する児童生徒で、保護者の承諾を得、校長が参加

を認めた者とします。(ただし、小学校については、原則４年生以上とします。) 

         ○承諾書は、事務局に提出して下さい。 

 

８．監  督   ○監督は、出場校の校長・教頭・教員とします。競技者の行動について責任を負

うものとします。 

 

９．ル ー ル   （１）申し込み時の補欠員の重複は認めますが、最終オーダー提出時の重複は認

めません。 

         （２）最終オーダーは、所定の用紙を用いて大会事務局に提出してください。 

（３）最終オーダー提出後の選手変更は原則認めません。 

（４）最終オーダーの締切は監督会議までとします。 

（５）監督会議は、８月２７日（水）午後４時から石狩市 B&G 海洋センターで 

開催します。 

（６）競技役員会議は、８月２７日（水）午後５時から石狩市 B&G 海洋センター

で開催します。 

（７）引継ぎは、主催者が用意したタスキを使用することとします。 

         （８）ゼッケンは、主催者が用意します。胸部に付けることとします。 

（９）走行には、伴走・飲食物の補給・その他の助力は一切認めません。 

         （10）スタート順は、事務局の責任抽選とし、監督会議で発表します。 

         （11）スタート地点・中継点・走路・フィニッシュラインは別紙コース図のとおり 

とします。 

 

10．チーム編成  （１）小学生の部は、監督１名、競技者７名、補欠員３名以内計１１名とします。 

          （２）中学生の部は、監督１名、競技者５名、補欠員３名以内計９名とします。 

 



11．競技方法    出場チームが３０チーム以上ある場合は、２組に分け、５分間隔の時差スタート 

を行い、タイムで順位を決定する。 

 

12．表  彰   （１）競技者、補欠員に参加賞を授与します。 

（２）各種目の１位には、優勝旗（持ち回り）を贈呈します。 

（３）各種目６位までを入賞とし表彰します。 

（４）選手個人に後日、記録証を贈呈します。 

 

13．申込締切 平成２６年 ７月３１日（木） 

          

14．申込方法 所定の申込書に必要事項を記入し提出願います。【選手名簿はメールで提出願います】 

 

15．ナンバー制  学校ナンバーを下記のとおりとし、ゼッケン等で使用します。 

１ 石狩小学校 ２ 花川小学校 ３ 生振小学校 

４ 南線小学校 ５ 花川南小学校 ６ 紅南小学校 

７ 八幡小学校 ８ 緑苑台小学校 ９ 双葉小学校 

10 厚田小学校 11 望来小学校 12 聚富小学校 

13 浜益小学校 14 石狩中学校 15 花川中学校 

16 花川南中学校 17 花川北中学校 18 樽川中学校 

19 厚田中学校 20 聚富中学校 21 浜益中学校 

 

16．そ の 他   （１）荒天の場合は、当日 6 時 30 分に体育協会ホームページで開催の有無をご確認

ください。また、お電話は、当日 6時 30 分から 7時 30 分までに事務局へお問

い合わせください。 

（２）各コース表示をしておりますが、車などのこともありますので、走行は車 

道の左側を走り、必ず観察員の指示に従ってください。また、マラソンラ 

ンナーが一緒に走ることが予想されますので、中継地点の通過には、係員 

の指示に従い、十分注意をしてください。 

（３）各種目とも先導車及び後続車がついています。 

（４）体に変調がある場合等、無理をしないで近くの観察員に連絡してください。 

（５）スタート前のウォーミングアップを十分行う等、体調管理をしてください。 

（６）大会開催中の事故は、応急処置を主催者側で行い、保険の適用範囲内で対

応しますが、他は一切の責任を負えません。また、集合地（各学校）から

会場まで、会場から解散地（各学校）までの移動については、保険の適用

になりますが、交通事故等に注意し慎重な行動を心がけてください。 

（７）個人情報の重要性を認識し、慎重に取り扱います。（参加者へのサービス

向上を目的とし、教室の案内や参加確認の連絡に利用します。） 

（８）映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への

掲載権は主催者に属します。 

 

17．問 合 先 石狩市民スポーツまつり実行委員会事務局 

公益財団法人石狩市体育協会内 

    住 所 石狩市花畔３３７番地４（石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター内） 

電 話 ６４－１２２０  

ＦＡＸ ６４－１２２２ 

E-mail i-sports@crocus.ocn.ne.jp 


