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ニ ュ ー イ ヤ ー 駅 伝 in ぐんま 

第６４回 全日本実業団対抗駅伝競走大会要項 
 

主  催 日本実業団陸上競技連合 

共  催 毎日新聞社 ＴＢＳテレビ 群馬県 

後  援 日本陸上競技連盟 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 みどり市 

 玉村町 群馬県スポーツ協会 上毛新聞社 スポーツニッポン新聞社 

主  管 群馬陸上競技協会 

運営協力 東日本実業団陸上競技連盟 

協  賛 山崎製パン株式会社 
 

１．期   日 2020 年１月１日(水･祝)  午前 9時 15 分スタート 

        （ＴＢＳ系列 28 局フルネット・・・放映時間 ８時 30 分～14 時 30 分 予定） 

 

２．コ ー ス 群 馬 県 庁･････････群 馬 県 庁 ７区間･････････１００．０Ｋｍ 

 

３．区   間 第１区  群 馬 県 庁･････････高崎市役所･････････１２．３Ｋｍ 

        第２区  高崎市役所･････････前橋市公田町･････････  ８．３Ｋｍ 

        第３区  前橋市公田町･････････伊勢崎市役所･････････１３．６Ｋｍ 

        第４区  伊勢崎市役所･････････太田市役所･････････２２．４Ｋｍ 

        第５区  太田市役所･････････桐生市役所･････････１５．８Ｋｍ 

        第６区  桐生市役所･････････伊勢崎市西久保町･････１２．１Ｋｍ 

        第７区  伊勢崎市西久保町･････群 馬 県 庁･････････１５．５Ｋｍ 

 

４．参加 資格 (1) 2019 年度日本実業団陸上競技連合に登録されている男子競技者により編成されたチー

ムで、各地区予選を経たチームであること。但し競技者は、9 月 30 日迄に登録された

者。 

   (2)外国人競技者は、労働契約を締結し地域連盟に登録申請した日以降、日本国内に 

滞在した日数が、初年度登録者と移籍者に於いては１８０暦日以上、次の年度から 

は１２０暦日以上が必要である。 

   ただし今年度、学校教育法第 1条に定める学校を卒業し引き続き採用された 

競技者については１２０暦日以上が必要となる。 
なお、地域連盟主催の予選会に出場していない外国人競技者が当大会に出場の場合は、

滞在日数確認のため外国人資格審査書（大会ホームページよりダウンロード）及び証

明できる資料を申し込み時に提出すること。 
 

５．連盟出場枠 

連 盟 東日本 中部 北陸 関西 中国 九州 合計 

チーム数 １２ ７ ２ ４ ４ ８ ３７ 

 

６．チーム編成 編成は同一企業の単独チームとし、監督１名、競技者１２名、計１３名以内とする。 

        但し、外国人競技者は、１チーム１名以内とする。 

 

７．競技 規定 (1)本大会は 2019 年度日本陸上競技連盟競技規則及び駅伝競走規準、本大会規定により 

行う。 

        (2)競走には連絡車は認めない。 

        (3)引き継ぎはタスキを用いる。 

(4)外国人競技者は参加申し込み時より１名以内とし、出場可能区間は第２区のみとする。 

 

 



８．参 加 料 1 チーム 30,000 円とする。 

 

９．表   彰 (1)優勝～第８位までに賞状及び褒賞を授与する。 

        (2)区間優勝者には区間賞を授与する。 

        (3)参加賞･･････参加者全員に贈る。 

        (4)特別表彰････通算 10 回出場者を表彰する。 

（該当者の地域連盟事務局へ申請すること。） 

 

10．申 込 方 法 (1)申込方法について 

①エントリーは、11 月５日(火）9:00 ～11 月 29 日(金）17:00 までに、以下の②によ

り行うこと。 

②日本実業団登録者は、下記の所属連盟ＵＲＬよりエントリーを行う。 

※連合ＨＰの競技会スケジュール「第 64 回全日本実業団対抗駅伝競走大会」から

エントリーすることも出来ます。 

連合ＨＰ→http://www.jita-trackfield.jp/ 

【東日本】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/180 

【中 部】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/181 

【北 陸】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/182 

【関 西】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/183 

【中 国】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/184 

【九 州】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/185 
 (2) 参加料については、エントリー申込み後、速やかに下記（4）に記載する所属連盟の

指定口座に振り込むこと。 

(3) その他の申込書は連合ホームページに掲載しますのでダウンロードして、必要事項を

記載の上、下記にメールで送付してください。 

・連合ホームページＵＲＬ http://www.jita-trackfield.jp/ 

(4) 参加費振込先 および その他の申込書提出先 

(東日本)  三井住友銀行 人形町支店 普通預金口座 0908198  

東日本実業団陸上競技連盟 事務局長 佐久間
さ く ま

幸
ゆき

宏
ひろ

 

〒101-0032 千代田区岩本町 2-10-2 神田ウサミビル 601 号 

E-mail: hnj_2016@yahoo.co.jp   （℡:03-3861-6116） 

 

 (中 部) 三菱 UFJ 銀行 刈谷支店 普通 461111 

中部実業団陸上競技連盟 事務局長 畑田
は た だ

 直樹
な お き

（℡:0566-26-7607） 

〒448-8651 愛知県刈谷市豊田町 1丁目 1番地トヨタ紡織株式会社渉外広報部内  

E-mail:  yuko.kimura@toyota-boshoku.com 

 

 (北 陸) 福井銀行 さくら通り支店 普通 6176182 

北陸実業団陸上競技連盟 事務局長 岩
いわ

腰
こし

 宏樹
ひ ろ き

 

〒919-0477 福井県坂井市春江町田端 2-29-1 (株)ユティック内 

E-mail：iwakoshi@mx6.fctv.ne.jp TEL：0776-97-6690 

 

(関 西)  みずほ銀行 大阪支店 普通口座番号 1446562 

関西実業団陸上競技連盟 理事長 永田
な が た

 澄
すみ

博
ひろ

 （℡:06-6949-8880） 

〒540-8511 大阪市中央区馬場町 3-15 NTT 西日本ビル 1F（事務局長 松本政大） 

E-mail: mimura@kansairenmei.com 

 

(中 国) 中国労働金庫 鋼管町支店 普通口座番号 7081544 

中国実業団陸上競技連盟  事務局長 坂梨
さかなし

 博
ひろし

（℡:084-945-3930） 

〒721-8510 広島県福山市鋼管町 1番地 JFE スチール㈱西日本製鉄所 

E-mail: chujitsu2015@jita-trackfield.jp 

 



(九 州) 西日本シティ銀行 戸畑支店 普通口座番号 1268644 

九州実業団陸上競技連盟 事務局長  松本
まつもと

忠
ただし

（℡:093-883-8155） 

〒806-0002 北九州市八幡西区東浜 6－12 黒崎播磨研修センター２Ｆ 

E-mail:  k-rikujo@syd.odn.ne.jp 

  

11．監督 会議   2019 年 12 月 30 日（月）13時 30分 於 前橋さくらホテル 

          〒371-0023 前橋市本町 2-16-1 ℡:027-220-1818 

＊監督会議に出席しないチームは棄権と見做す。 

 

         ＊なお、監督会議終了後、記者会見を開催する。主催者が出席を要請する選手・監督 

          の人選など詳細は、毎日新聞社、ＴＢＳテレビなどと協議して、別途定める。 

          指名を受けた選手・監督は記者会見に出席すること。 

 

12．表彰式   (1) 表彰式 2020 年 1 月 1 日(水･祝) 15 時 00 分(予定)、群馬県庁県民ホール 

＊表彰式には全員参加のこと。 

 

13．ドーピング (1) ドーピングコントロール 

コントロール  国際陸上競技連盟アンチ・ドーピング規則および規程、もしくは日本アンチ・ドーピ

ング規程に基づいて行われる。 

尚、本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液 （或いは両方） の採

取が行われる。該当者は指示に従って検査を受けること。日本陸上競技連盟に登録し

ていない競技者も同様に従うこと。 

尚、競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要

となる。顔写真のついた学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポートコ

ピーなどを持参すること。 

(2) ＴＵＥ申請 

禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得な

い競技者は“治療使用特例（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細については、

日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ

（http://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は日本アンチ・ドーピング

機構ホームページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。 

 

14．注意 事項 (1) 出場競技者の区間最終エントリーは、12 月 30 日(月)12 時から 13 時迄に大会本部(前

橋さくらホテル 3階りんどう) 宛に Fax:027-243-0356 または直接持参すること。 

なお、Fax 送信の場合は、Tel:027-243-0386 にて着信確認のこと。監督会議以後の競

技者の変更は、1月 1日(水･祝)8 時までに審判長に届出て許可を得た者のみ認める。 

(2) 随行車については、本部において調達したもの以外は認めない。 

(3) スタート・フィニッシュ付近及び中継付近における応援の旗等については、別に指示

する条件を守ること。 

(4) 競技中に生じた事故については、救急医療のみ主催者側が行うが事後の責任は負わな

い。 

        (5) その他詳細事項については監督会議において打ち合せを行う。 

 

15. その他   主催者は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を遵守し個人情報を取り扱う。 

尚、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成および作成、記録発表、公式

ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

大会の映像・写真・記事・個人記録などは、主催者及び主催者が承認した第三者が、大会

運営及び宣伝等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・

雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。 

大会の映像は、主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上におい

て画像や動画を配信することを含む）を禁止する。 

 

16．宿  泊  宿泊については、別紙宿泊要項に基づき斡旋する。 

 

17．大会 本部 2019 年 12 月 29 日(日)～１月１日(水･祝) 前橋さくらホテル 住所、電話番号等は 



上記のとおり。 

以上 


