
第 75 回米子～鳥取間駅伝代替イベント 駅伝フェスタ要項 

 

主  催  一般財団法人鳥取陸上競技協会 新日本海新聞社 

特別協賛  サンヨーグループ 

 

１ 日 時  令和２年１１月７日（土）  晴雨不問 

        〇午前の部 「ファンラン駅伝」       ９時２０分～１１時００分(予定) 

        〇午後の部 「高校･郡市･一般 対抗駅伝」 １２時００分～１５時４０分(予定) 

 

２ 会 場  布勢総合運動公園陸上競技場 

 

３ 区間と距離 

〇午前の部 ファンラン駅伝 

区   距離         競技時刻       招集時刻   

１区 ２０００ｍ     ９時２０分    ９時１０分 

       ２区 ４０００ｍ     ９時３５分    ９時２５分 

       ３区 １０００ｍ    １０時００分    ９時５０分 

       ４区 ３０００ｍ    １０時１０分   １０時００分 

       ５区 ５０００ｍ    １０時３０分   １０時２０分 

                           ◆ファンラン駅伝 計１５０００ｍ 

 

   〇午後の部 対抗駅伝(高校の部・郡市の部・一般の部) 

区    距離･組      競技時刻       招集時刻   

１区 ３０００ｍA 組  １２時００分   １１時５０分 

   ３０００ｍB 組  １２時１５分   １２時０５分 

２区 ３０００ｍA 組  １２時３０分   １２時２０分 

          ３０００ｍB 組  １２時４５分   １２時３５分 

３区 ５０００ｍA 組  １３時１０分   １３時００分 

   ５０００ｍB 組  １３時３５分   １３時２５分 

４区 ５０００ｍA 組  １４時００分   １３時５０分 

          ５０００ｍB 組  １４時２５分   １４時１５分 

       ５区 ５０００ｍA 組  １４時５０分   １４時４０分  

５０００ｍB 組  １５時１５分   １５時０５分 

                  ◆対抗駅伝 計２１０００ｍ 

     ※招集方法：両駅伝とも各スタート地点に１０分前に集合(腰 NOをつけて) 

 

４ 部門及び出場資格 

 （１）出場資格について 

   ①鳥取県内在住者であること。 

   ②大会当日２週間以前から鳥取県内に在住する者であること。 

   ③鳥取県内に通勤、通学する者であること。 

   ④小学生、中学生が出場する場合、保護者の承諾書が提出できる者。 

（２）午前の部 フアンラン駅伝について 

  ◆参加受付 ７時３０分～８時３０分  競技場正面玄関ロビー 

  ①募集は２５チーム以内とする。(先着順とし、２５チームを越える場合は打ち切ります) 

   ②同一チーム内で Aチーム、Bチームの２チームまで申込むことができるが、A チームを優先し、受付

数が上限に達した場合には A チームのみの参加とする。 

③チーム編成については年齢、学年、日本陸連登録の有無、性別などを問わず一切制限をしない。地

域、友人、親族、学校などの関係でチームを編成しても良い。 

   ④１チーム５名の競技者でチームを編成する。補欠を設けないので欠員が出た場合には新たなメンバ



ーを受け付け時に申告する。 

   ⑤１０００ｍ毎のタイムが５分３０秒以内で走れる競技者でチームを編成すること。 

  （1000m―5 分 30秒  2000m―11 分 00 秒  3000m―16 分 30秒  5000m―27 分 30 秒） 

  ⑥５名の合計タイムを算出し総合順位を決定する。 

（３）午後の部 対抗駅伝（高校の部・郡市の部・一般の部） 

   ◆参加受付 １１時００分～１２時００分  競技場正面玄関ロビー 

①募集は３部門合計５０チーム以内とする｡(先着順とし、５０チームを越える場合は打ち切ります) 

   ②同一チーム内で Aチーム、Bチームの２チームまで申込むことができるが、A チームを優先し、受付

数が上限に達した場合には A チームのみの参加とする。ただし高校の部は１チームとする。 

   ③エントリー後、負傷等で出場が不可能となる場合は A,B チームでのメンバーの入れ替えを許可する

が、代表者が受付時に申告すること。 

④１チーム５名の競技者と補欠３名の合計８名でチームを編成する。同一チーム内であれば Aチーム、

Bチームいずれかに補欠として登録してある者は、選手交代の際どちらのチームに参加しても良い。 

⑤１０００ｍ毎のタイムが４分４０秒以内で走れる競技者でチームを編成すること。 

      （3000m―14 分 00 秒  5000m―23 分 20 秒） 

 ［高校の部］ 

・第 74 回米子～鳥取間駅伝競走大会要項に定めるチーム編成とする。 

ただし、◆登録者は８名以内 ◆合同チームなし ◆エントリーは１チームのみ 

 ［郡市の部］   

・第 74 回米子～鳥取間駅伝競走大会要項に定めるチーム編成とする。 

ただし、◆登録者は８名以内 ◆ふるさと選手なし ◆短期加入金なし ◆県外チームなし 

           ◆高校生２名まで登録１名まで出場可。中学生も同じ 

 ［一般の部］ 

・第 74 回米子～鳥取間駅伝競走大会要項に定めるチーム編成とする。 

ただし、◆登録者は８名以内 ◆短期加入金なし ◆県外チームなし 

   ⑥５名の合計タイムを算出し総合順位を決定する。各部門での対抗戦とする。        

    ⑦A 組と B 組の組み分けについては、できるだけ部門ごとに走れるよう配慮するが、競技力の近いチ

ーム同士を優先して組を編成する場合がある。 

 

５ 記録と順位 

（１）記録は電気計時システムで計測し、1/10 秒以下は切り上げて５名の合計タイムによって順位を決定 

する。(駅伝方式)   15分 00 秒 01⇒15分 01 秒  14 分 59 秒 99⇒15 分 00 秒 

（２）合計記録が同じ場合は電気計時(1/100 秒)の記録を合計して順位を決定する。 

（３）大会での記録は全て未公認記録とする。（翌 １１月８日の記録会は公認記録とする） 

 

６ 表 彰 

（１）表彰は部門ごとに実施する。 

 （２）鳥取陸上競技協会より参加全チームに参加賞を贈呈する。 

 （３）特別協賛のサンヨーグループより参加選手全員に参加記念品を贈呈する。 

 

 ７ 申込方法 

（１）下表のとおりとする。 

書 類 提出方法 提出先 締切り 

 

①  

 

駅伝フェスタ申込様式 電子メール 

trkm1@hal.ne.jp 

（ﾃｨｰ,ｱｰﾙ,ｹｰ,ｴﾑ,ｲﾁ，@,ｴｲﾁ，

ｴｲ,ｴﾙ，ﾄﾞｯﾄ，ｴﾇ,ｲｰ，ﾄﾞｯﾄ，

ｼﾞｪｲ,ﾋﾟｲ） 

令和２年１０月２３日（金） 

必 着 

②  
健康チェックシート 

(２週間分･参加者全員) 
当日受付 受 付 当 日 

③  当日体調チェックシート 当日受付 受 付 当 日 



(チーム) 

④  最終オーダー表 当日受付 受 付 当 日 

（２）受付申込み先着順で定員の上限に達し次第打ち切る。 

（３）代表者は健康チェックシート(陸協様式２)と当日チェックシート(陸協様式５)を提出すること。 

（４）達成可能な目標タイムを記入すること。午後の部については、目標タイムの遅い者から１区に配置

する。(できる限り周回遅れがないようにご協力をお願いします) 

（５）電子メールでの提出ができない場合は、下記住所に申込様式を送付すること。  

〒680-0944 鳥取市布勢 146-1 鳥取陸上競技協会事務局宛て（連絡先 0857-28-6540） 

 

８ 参加料 

（１）ファンラン駅伝の部      １チーム ６，０００円（保険料含む） 

（２）高校の部・郡市の部・一般の部 １チーム ６，０００円（保険料含む） 

（３）当日受付でチーム代表者が支払うこと。(つり銭がいらぬよう準備をお願いします) 

（４）理由を問わず返金はしない。（自然災害等による中止及び出場辞退等を含む） 

 

９ その他 

（１）開会式・閉会式は行わない。 

（２）監督会議は行わない。連絡事項がある場合は受付時に代表者に連絡する。 

（３）選手は、胸にナンバーカードを１枚と腰に腰ナンバーカード１枚を付けること。(受付で配布） 

（４）出場する小学生・中学生については、保護者の承諾を事前にとっておくこと。 

（５）同一チームは可能な限り同一のユニホームを着用すること。 

（６）代理出走は認めない。 

（７）競技中に生じた事故等については応急処置のみ大会本部で行う。 

（８）大会期間中に災害・事故等が発生した場合、競技の中断等があり得る。 

 （９）午前の部と午後の部については同一人のエントリーを認める。それ以外は認めない。 

 （10）日本海ケーブルテレビで当日のレースの模様を放映する予定。 

 

10 コロナ対策 

    主催者は新型コロナ感染症の感染に対するいかなる責任も負いません 

（１）参加者は鳥取陸上競技協会ガイドラインを事前に確認して万全の対策をとって参加すること。 

（２）コロナ感染防止対策の観点から無観客試合とする。 

（３）参加者は手洗い、うがい、２週間前からの検温などコロナ感染症対策を十分に行うこと。 

（４）当日体調不良の場合は絶対に無理をしないこと。 

（５）３密防止の観点から１組２５人以内で競技を行う。 

（６）各チームの待機場所はメインスタンドとし、選手と関係者を合わせて１チーム１０名以内とする。 

（７）発声応援は禁止する。他チームとの応援場所の距離を確保し、拍手応援をする。 

（８）最終の注意事項は参加チーム確定後、連絡をする。また鳥取陸協 HP に掲載するので確認すること。 

 

 

新型コロナ感染症の拡大の状況により、中止や実施内容の変更等があり得ます。鳥取陸協 HP で小まめ

に確認をして下さい。 

 

11 大会担当者  (一財)鳥取陸上競技協会 総務部長 山根 賢士 

 

 

 

                     ※不明の点は(一財)鳥取陸上競技協会事務局まで 

                             ☎＆FAX ０８５７－２８－６５４０ 

                             E-メール trk@hal.ne.jp 

 

mailto:trk@hal.ne.jp

