第 59 回奥羽横断駅伝競走大会開催要項
１ 主

催 東北陸上競技協会 一般財団法人岩手陸上競技協会 一般財団法人秋田陸上競技協会
北上市 横手市 由利本荘市 北上市教育委員会 横手市教育委員会 由利本荘市教育委
員会 公益財団法人北上市体育協会 一般財団法人横手市体育協会 由利本荘市体育協会

２ 主

管 一般財団法人岩手陸上競技協会

３ 後

援 岩手県 秋田県 岩手県教育委員会 秋田県教育委員会 岩手県高等学校体育連盟
秋田県高等学校体育連盟 西和賀町 西和賀町教育委員会 西和賀町体育協会 大船渡市
大船渡市教育委員会 一般財団法人大船渡市体育協会 北上商工会議所 横手商工会議所
よこて市商工会 由利本荘市商工会 毎日新聞盛岡支局 河北新報社 岩手日日新聞社
読売新聞盛岡支局 ＩＢＣ岩手放送 めんこいテレビ 岩手朝日テレビ テレビ岩手 北
上ケーブルテレビ ＮＨＫ秋田放送局 ＡＢＳ秋田放送 ＡＫＴ秋田テレビ ＡＡＢ秋田
朝日放送 横手かまくらＦＭ

４ 協

力 北上警察署 横手警察署 由利本荘警察署

５ 協

賛 岩手日報社 秋田魁新報社 大塚製薬株式会社 秋田三菱自動車販売株式会社
コニカミノルタ株式会社

６ 期

日 令和元年年10月25日（金）～10月27日（日）
（ただし、高校の部は10月25日から10月26日とする。
）

（１） 開会式 全種別

10月25日 午後４時00分 北上陸上競技場

（２） 閉会式 一般、各県対抗の部 10月27日 記録集計後（午後１時30分予定）由利本荘市役所
高校の部 10月26日 記録集計後（午後１時30分予定）横手市役所本庁舎前
７ 区間及びキロ数 北上～横手～由利本荘

117.0㎞

☆第１日目 10月26日（土） 午前９時出発 北上～横手

60.4㎞

（一般の部、各県対抗の部、高校の部）
第１区 北上市役所前～北上市役所和賀庁舎前

12.3㎞

第２区 北上市役所和賀庁舎前～道の駅錦秋湖前

11.4㎞

第３区 道の駅錦秋湖前～西和賀町役場湯田庁舎前

10.5㎞

第４区 西和賀町役場湯田庁舎前～黒沢会館前

9.5㎞

第５区 黒沢会館前～道の駅さんない前

8.8㎞

第６区 道の駅さんない前～横手市役所本庁舎前

7.9㎞

☆第２日目 10月27日（日） 午前９時出発 横手～由利本荘

56.6㎞

（一般の部、各県対抗の部）
第１区 横手市役所本庁舎前～平鹿自動車学校前

10.9㎞

第２区 平鹿自動車学校前～雄物川町大沢新道前

9.5㎞

第３区 雄物川町大沢新道前～道の駅東由利前
第４区 道の駅東由利前～大琴下待避所前
第５区 大琴下待避所前～石沢雪車町前

10.1㎞
6.8㎞
11.3㎞

第６区 石沢雪車町前～由利本荘市役所前
6

8.0㎞

８ 競技要項
（１） 競技方法はチーム対抗とする。
（２） 高校のレースは、第１日目の北上～横手間とする。
（３） 第２日目の第１走者は同時スタートとする。
（４） 参加資格
高校、一般、各県対抗とも令和元年９月20日現在で、令和元年度青森、岩手、秋田、山形、宮
城、福島各陸協登録者であること。
ただし、東北地域以外のチームも参加を認めるものとし、その場合はオープン参加とする。
（５） チーム編成
① 一般は、同一の郡市町村内の居住者、同一職場（県内の同一職場に勤務する者）または陸協
団体組織（同一郡市町村登録者）をもってチーム編成をする。
② 各県対抗は、同一県内の陸上競技協会（同一県登録者）をもってチームを編成する。ただし、
高校生以下の選手は含まない。
③ 一般及び各県対抗のチーム編成は、監督１名、マネージャー１名、選手10名で編成し、２日
間出走できる選手は４名以内とする。
④ 高校は、原則として学校単位で編成する。
（全日制と定時制の混成は認めない。
）ただし、北
上市、横手市、由利本荘市については、それぞれ市内の複数高校の混成チームを認める。
⑤ 高校のチーム編成は、監督１名、マネージャー１名、選手８名とする。
（６） 参加制限
① 一般は、チーム編成に定める単位で２チーム以内とする。
② 各県対抗は、チーム編成に定める単位で１チームとする。
③ 高校は、チーム編成に定める単位で２チーム以内とする。
９ 表

彰

（１） 一般及び各県対抗の表彰は、各チーム２日間の所要時間を合算して順位を決定し、一般の部は
６位まで、各県対抗の部は３位まで入賞とする。２日間のレースに参加しないチームには表彰は
行わない。ただし、別個に１日目優勝並びに区間の最高記録者を表彰する。
（２） 高校の表彰は６位までとし、区間の最高記録者を表彰する。
（３） 参加者全員に参加賞を贈る。
10 参加申し込み
① 事前に参加意向調査を行いますので、別紙事前調査表に記入の上、９月13日(金)までに下記
あてにFAXにて提出のこと。
② 参加メンバー表については、９月20日（金）を提出期限とする。
◆◆ 第59回奥羽横断駅伝競走大会 北上市事務局 ◆◆
〒024－0061 岩手県北上市大通一丁目３番１号（おでんせプラザぐろーぶ３階）
北上市まちづくり部 スポーツ推進課
TEL：0197－72－8270

FAX：0197－63－3121

E-mail：yuuichi1378@city.kitakami.iwate.jp

11 中継所通過予定時刻
第１日目 第１区 北上市役所前

９時00分 スタート

第２区 北上市役所和賀庁舎前

９時37分

第３区 道の駅錦秋湖前

10時12分

第４区 西和賀町役場湯田庁舎前

10時44分

第５区 黒沢会館前

11時13分

第６区 道の駅さんない前

11時40分
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横手市役所本庁舎前

12時01分 ゴール

第２日目 第１区 横手市役所本庁舎前

９時00分 スタート

第２区 平鹿自動車学校前

９時34分

第３区 雄物川町大沢新道前

10時03分

第４区 道の駅東由利前

10時35分

第５区 大琴下待避所前

10時55分

第６区 石沢雪車町前

11時29分

由利本荘市役所前到着

11時53分 ゴール

12 注意事項
（１） 一般、各県対抗の部及び高校の部の監督会議は、10月25日（金）午後３時より北上陸上競技場
において行う。
（２） ナンバーカード、たすきは大会事務局が用意する。また、チーム番号は申し込み受付後に主催
者が決定する。
（３） 参加料は、一般及び各県対抗の部 10,000 円、高校の部 4,000 円とし、監督会議の際に納入のこ
と。
（４） 一般及び各県対抗の部の第１日目のオーダー用紙は、10月25日（金）午後１時までに大会事務
局（北上陸上競技場）に提出し、第２日目のオーダー用紙は10月26日（土）午後１時までに大会
事務局（横手市ふれあいセンターかまくら館１階）に提出のこと。
また、高校の部のオーダー用紙は、10月25日（金）午後１時までに大会事務局（北上陸上競技
場）に提出のこと。
※オーダー提出後、正選手に事故等が生じた場合、補欠選手からの起用を認める。
提出先は、大会当日の午前７時30分～８時の間に、10月26日（土）は大会事務局（北上市役所）
、
10月27日（日）は大会事務局（横手市ふれあいセンターかまくら館１階）まで。
（５） 閉会式には必ず出席のこと。
（６） 監督車は大会事務局で用意する（複数監督乗り合いとなる）
。各チームの監督車等は一切認めな
い。
（７） 宿泊申込みをする場合は１チームにつき 20,000 円の宿泊料を主催者側で負担する。
（主催する
市に宿泊した場合に限る。ただしオープン参加チームには負担しない。
）
（８） 選手の配置及び収容は申込み依頼があった場合は主催者側で行う。
第１日目（10月26日）
北上市役所

午前７時30分出発～西和賀町役場湯田庁舎前まで配置

横手市ふれあいセンターかまくら館

午前８時00分出発～西和賀町役場湯田庁舎前まで配置

第２日目（10月27日）
横手市ふれあいセンターかまくら館

午前７時30分出発～道の駅東由利前まで配置

由利本荘市役所

午前８時00分出発～道の駅東由利前まで配置

大会前日：北上陸上競技場

ＴＥＬ：０１９７－６７－６７２３
ＦＡＸ：０１９７－６７－６７２１

１日目スタート：北上市役所（事務局携帯）髙橋幸世：０９０－９０３１－０４７７
嶽間沢正明：０８０－６０２０－１０３４
２日目スタート：横手市ふれあいセンター ＴＥＬ：０１８２－３３－７１１１
かまくら館

ＦＡＸ：０１８２－３３－７１１３
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