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函南町長距離記録会
１ 主 催 函南町陸上競技協会・函南町市町駅伝実行委員会

２ 後 援 静岡東部陸上競技協会
函南町体育協会陸上競技部

３ 期 日 令和４年８月２７日（土） （１６）時（００）分競技開始 予定
（ 雨天中止 ）土のグラウンドです。

４ 会 場 函南町運動公園 （かんなみスポーツ公園）

５ 競 技 種 目
小学生の部

男子 ４年生以上共通８００ m ４年生以上共通１５００ｍ
市町対抗駅伝選考レース ２０００ｍ

女子 ４年生以上８００ m ４年生以上共通１５００ｍ
市町対抗駅伝選考レース １５００ｍ

中学生の部
男子 共通 ８００ｍ ３０００ｍ

市町対抗駅伝選考レース ３０００ｍ

女子 共通 ８００ｍ ３０００ｍ
市町対抗駅伝選考レース ３０００ｍ

一般の部
男子 共通 ３０００ｍ ５０００ｍ

市町対抗駅伝選考レース５０００ｍ
市町対抗駅伝選考レース４０００ｍ

女子 共通 ３０００ｍ
市町対抗駅伝選考レース３０００ｍ

６ 参加資格
函南町内および近隣の小中学生 近隣（田方地区・清水町・長泉町・三島市）
函南町内および近隣の方

７ 申し込み方法
（１）申し込みは 令和４年７月３１日～８月１０日 必着

添付ファイルで送信
（２）申し込みは、静岡陸協のホームページから静岡東部陸上競技協会をクリ

ックし、申し込みファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、
Ｅメールを仁藤宛に送る。

entry.kannami.rikujou31@gmail.com

大会主催者は、この大会に参加するすべての競技者の個人情報を競技運営に必要とする用
途のみに使用を限定する。また競技者は大会プログラムに、姓名・年齢（学 年）・所属
および大会成績が掲載・転載により公開されることを了承の上、参加申し込みをすること。
８ その他

（１）参加者の競技中に発生した障害や疾病については、主催者では応急処置
のみで以降の責任は負わない。よって各団体および個人は自己責任で必
ずスポーツ傷害保険に加入すること。

（２）タイムテーブル及び出場者リストについては、事前に静岡東部陸上競技
協会ホームページにて公開する。
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（３）小学生、中学生、一般の方で指定のアスリートビブスをお持ちでない方は、
当日腰アスリートビブスを主催者より配布します。 陸協登録がなされてい
る方は、そのビブスをご使用ください。

（４）受付は、14:30～ スポーツ公園で行います。(予定）

（５）中止連絡・その他の連絡事項については、静岡東部陸上競技協会のホー
ムページに掲載します。

（６）小学生男子２０００ｍ、女子１５００ｍ、中学生男女３０００ｍ
一般男子４０００ｍ、５０００ｍ一般女子３０００ｍは、市町対抗駅

伝函南町登録選手選考の資料とする。

(７)最終コールは、スタート５分前現地集合（各スタート位置）とする。
一次招集は、競技２０分前から腰ナンバーカードを受け取る。招集場所は、
ゴール付近のテントとする。

(８) ウォーミングアップは、１００ m ６レーン外側で行う。

９ コロナ感染症対策
(１)参加者(競技者、引率者、大会役員、審判員)は、１週間前から体調確認と必

ず検温し、体調不良や発熱がある場合には参加しないこと。市町駅伝候補選
手は、事務局から出されている健康観察表を受付に提出する。参加団体(学
校)は東部陸協ホームページから【大会前:提出用】体調管理表・症状チェッ
ク表をダウンロードして記入し、受付に提出する。個人参加者は東部陸協ホ
ームページから【大会前:提出用】体調管理表・症状チェック表をダウンロ
ードして記入し、受付に提出する。また団体、個人とも競技会終了後、
【大会後:自己管理用】体調管理表・症状チェック表に記入しておく。

(２)参加者は、必ずマスクを持参する。競技中やウォーミングアップ時等を除き、
マスクを着用すること。ただし、他の方と２メートル以上の距離があり話を
しない場合は、着用をしなくてもよい。
マスクの着用で熱中症の危険が増すので、水分補給の準備を忘れない。

(３)競技者、引率者、大会役員、審判員の待機場所を区分する。大会当日、主催
者の指示に従うこと。

（４）コロナ感染の拡大・災害などにより、函南町より会場使用中止の指示が出
た場合は、競技会を中止します。連絡は、静岡東部陸上競技協会ホームペー
ジに掲載いたします。
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競技役員一覧

総務 齋藤 伸久 平林 克己

総務員 棚井 郁夫 高橋 真哉 内田 光紀

審判受付 土屋 洋治

競技者受付 生涯学習課・梅原宏幸・棚井郁夫

引率者受付 函南町体育協会陸上競技部・平林 克己

技術総務 井野 直樹 髙橋 真哉 内田 光紀

スターター 新井 孝将

監察・周回 小松 翼 鈴木 博 高橋 真哉 内田 光紀
決勝審判

情報 仁藤 工雄 （石和 俊生） 海瀬 俊弥 小田 幸雄

計時 杉村 暢行 樋口 史朗 岩井 良子 彦根 靖信

土屋 洋治 井野 直樹

招集・出発 髙橋 真哉 内田 光紀 高井 彩 小泉 ゆかり
腰ナンバーカード

看護師

【テント設営・撤収】 函南町体育協会陸上競技部のみなさん

【準備・片付け・グラウンド整備】 スポーツ公園のみなさん

駐車場
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必要備品一覧表

項 目 数 量 場 所

テント ４張 スポーツ公園

スタートセット １セット スポーツ公園

システムウォッチ １セット スポーツ公園

ピストル・雷管 １セット スポーツ公園

タイマー １ スポーツ公園

周回板 １ スポーツ公園

長机 ８ スポーツ公園

パイプ椅子 １０脚 スポーツ公園

乾電池・補充用 準備者 土屋

消毒液 ４ 準備者 生涯学習課様

検温器 ４ 準備者 生涯学習課様

鉛筆 １０本 準備者 土屋

バインダー ５ 準備者 土屋

周回用紙 ２０枚 準備者 土屋

ビデオ １ 準備者 土屋

ハンドマイク ２ スポーツ公園

放送機器 １セット スポーツ公園

ゴミ袋 １包 準備者 土屋

雑巾 ６枚 準備者 土屋

腰ナンバー セット 準備者 土屋

ラインカー １ スポーツ公園

救急箱 １ スポーツ公園


