
si

受け付け時間 8:00～8:45

小学3年生・4年生スタート 9:30

小学5年生・6年生スタート 10:00

中学生スタート 10:30



【大会主催】 未来へつなぐ　つづき　ゆめ駅伝 実行委員会

【後　　 援】 都筑区役所 【協　 　力】 東方北部土地改良区

　 横浜市教育委員会 横浜農業協同組合 きた総合センター

都筑区PTA連絡協議会 神奈川県都筑警察署

一般財団法人　横浜市安全教育振興会 都筑区内地域の皆さま

横浜市都筑区青少年指導員

横浜市都筑区スポーツ推進委員

都筑区内PTA・おやじの会の皆さま

横浜市都筑区内中学生ボランティア

【協　　 賛】

株式会社AOKIホールディングス 都筑区医師会

アーチ法務事務所 都筑区懇話会

おおくま不動産株式会社 都筑区商店街連合会

金光商事株式会社 株式会社ＤＯＯＲＳ

有限会社カワハラプリント 株式会社ドリーム

有限会社菊屋寝装店 BAR BLUE BLUE

ギャラリー２ ホットピース

有限会社串田設備 株式会社ミカワ精機

港北TOKYU S.C. 公益社団法人　緑法人会

トヨタモビリティ神奈川 横浜桜並木郵便局

港北みなも 横浜信用金庫　センター南支店

酒どころ＆薬膳火鍋ダイニング　扉 横浜信用金庫　センター北支店

有限会社　大真 横浜DeNAベイスターズ

しゃぶしゃぶレストラン 一禅 株式会社横浜ビー・コルセアーズ

株式会社スチール・ワン 横浜マリノス株式会社

第一フォーム株式会社

（順不同・敬称略）
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はじめに

この度は『第７回 未来へつなぐ つづき ゆめ駅伝』にお申し込みいただき、誠に有り難うございます。

2017年度より、この駅伝を通じ、子どもたちが『助け合う心』『信じあう心』『思いやる心』を学び、感じ、

育むことを実感してもらえるよう、都筑区及び近隣の小・中学生を対象とし開催を致してまいりました。

コロナ過を過ごす子どもたちの明日への希望のひとつとなりますよう、願いを込めて開催を決定

いたしました。

開催にあたりましては、地域の方々をはじめ、大変多くの皆様に多大なるご協力とご賛同をいただ

いております。

私どもも活動を通じ、皆様方そして仲間とのかたい絆と愛を感じ、準備を進めてまいりました。

東方北部土地改良区様と横浜農業協同組合東方支店様には、大会会場をご用意いただくなど、

多くの皆様のご厚意に、心より感謝と御礼を申し上げます。

大会に参加する子どもたちの安全を第一に、楽しく思い出に残る大会となるよう、運営に努めて

まいります。

未来へつなぐ つづき ゆめ駅伝実行委員会

委員長 大隅 めぐみ



開催日時 2023年2月18日（土曜日）

1 受付時間   8時00分～8時45分

2 開会式   9時00分～

3 小学3年生・4年生スタート   9時30分～

4 小学5年生・6年生スタート 10時00分～

5 中学生スタート 10時30分～

6 表彰式・閉会式 11時15分～

※時間は、当日の状況により多少前後する場合があります。

開催場所 JA横浜　きたグラウンド
（横浜市都筑区東方町1399の付近）

市営地下鉄線（ブルーライン）・仲町台駅から徒歩15分程　またはバス
市営バス「仲町台駅」乗り場から、「江田駅」行きへ乗車し、「向原」にて下車。
コンビニの方面へ進み、信号「大塚原」を左折、そこから400ｍほどです。
バス停から徒歩5分。

※お車でのご来場はご遠慮ください。（自転車駐輪場はあります）
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グラウンド
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未来へつなぐ つづき ゆめ駅伝競走大会 運営規定

１ 規則について

本大会は、2022年度日本陸上競技連盟規則・同駅伝競走規準に準じ行います。

２ 競技方法について

① 競技者が、途中で競技を続行することができない状態になった時、又は、競技を中止させられた場合は当該チーム

のその区間の競技を無効とします。ただし、当該チームは審判長の指示に従い次区間走者から再び競技を続行

することができます。その場合、そのチーム全体の記録は認めず、各区間の記録のみ認められます。再スタート

の時期は最終チーム通過後審判長が指示します。

② 先頭の走者と最終の走者との距離（時間）が開きすぎた場合は、次の区間走者をそのチームの走者が中継点に

到達する以前に出発させることがあります。（繰り上げスタート）

③ 競技者は走路の中央線よりも右側に出てはならず、原則左側を走らなければなりません。

④ 競技者はアスリートビブス（ナンバーカード）を胸に付け、タスキは必ず肩から掛けて走ってください。

⑤ 競技者が勝手に走路から離れた場合は、その後競技は続けられません。競技中、競技者は、

いかなる助力も受けてはなりません。

⑥ 伴走は一切認めません。違反した場合その競技者の所属チームは失格とします。

⑦ 競技者は、他の競技者の走路を妨害してはなりません。大会審判員により妨害行為が認められた場合、チームを

失格もしくは、降順等のペナルティを課す場合があります。

３ 中継点について

① タスキは、中継線より進行方向20ｍのところに引かれた白線との間で手渡しで引き継がなければなりません。

（タスキを投げてはいけません。）

② タスキを渡し終えた競技者は、他の競技者の妨害とならないよう直ちに走路外に出なければなりません。

③ ２人以上の競技者が接近して中継所に近づいてきた場合は、先頭チームの競技者が左側に、次のチームの者が

右側にならんでタスキを受けてください。

４ 招集について

① 競技者は、アナウンスがあったら速やかに集合し、係員の指示に従ってください。

② 招集はグラウンド中央付近で行います。

③ 招集には、必ずユニフォームにアスリートビブス（ナンバーカード）をつけてきてください。

５ 競技者ならびに走者順番の変更について

① 申込時から変更がある場合、別紙「承諾書（兼）変更届」にご記載のうえ当日受付までご提出ください。

② 病気その他の急な理由により当日変更が発生した場合は、当日受付時に提出する承諾書（兼）変更届へ記載して

ください。但し、記録証や賞状等には、お名前が反映できないことも有りますのでご承知ください。

６ 表彰について

① 表彰は、小学生各学年、中学生、各男女別１～３位に賞状を授与します。男女混合チームは、男子チームとみな

します。

② 上記表彰の他、ご協賛企業様からの特別賞を予定しております。

７ 道路使用上の注意

① 今大会のコースは貸し切りではありません。コースを走るときは左側を通り通行者及び通行車両に注意して走行

してください。
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８ 応援、観戦について

① 近隣の農地への立ち入りは固く禁じます。

② 競技者、競技役員および関係者以外は一切コースに入らないでください。特に、スタート及びゴール付近は混雑が

予想されるので、一切コースに入れません。

③ 指定の観覧場所で応援を行って下さい。交通の支障・競技者の走路妨害となる行為は絶対に行わないでください。

④ 会場（コース周辺）では禁酒禁煙です。

⑤ 手荷物は各自が責任をもって管理してください。手荷物の盗難及び紛失について、主催者では責任を負いません。

また、更衣室はありません。

９ その他、注意事項

① 会場までは公共交通機関または自転車をご利用ください。競技者用の駐車スペースはありません。

（メルカートの駐車場は絶対に使用しないで下さい）。

② 競技に適した服装、靴で参加してください。 競技者は健康保険証を必ず持参してください。

③ タスキは当日受付時に配付します。返却は競技終了後に返却BOXへ返却してください。

(紛失時はタスキ及びICチップの実費を負担していただきます)

④ 手荷物の預かり所、および更衣室はありません。貴重品類は各自の責任において保管してください。

⑤ トイレは指定の場所で使用してください。

⑥ グラウンドおよびコース上にごみ箱は設置しませんので、ごみは、各自持ち帰ってください。

⑦ 競技中、身体の故障により競技を続けることが困難となった場合は、最寄りの競技役員に申し出て指示を受け

てください。

⑧ 競技中の不慮の事故については、主催者側で応急処置は行いますが、その後の処置は各自（チーム）で行っ

てください。

⑨ 当日は、コース上でのアップを禁止といたします。アップの場所は、グラウンド北側の道路付近となりますので、

競技役員の指示に従ってください。大会開催前にコース上で事故等が発生しても、主催者は一切責任を負えま

せん。

※競技者の安全が確保できないと判断した場合は大会を中止します。なお、開催できると判断した場合は、レー

スの再開またはコース変更して開催する場合があります。

⑩ グラウンド周辺は、農業専用道路です。周辺での自主練習は、絶対に行わないでください。ご協力頂いている農家

の方の作業の妨げとなります。

⑪ 競技中の写真、動画、記録等について、主催者および関係団体、新聞、広報誌、会報、インターネット上などに

掲載、配信などで利用することがありますので、ご承知おきください。

⑫ 主催者は、本大会で得た情報を、個人情報保護法を遵守し取り扱います。大会運営に必要な委託先などに情報

を提供する場合がありますので、ご承知おきください。

⑬ 個人で撮影した写真・動画等については、個人のプライバシーを遵守してください。

主催者では個人間のトラブルについては、一切責任を負いません。

トラブルが生じた場合は、各参加チーム、自らの責任および費用負担により、解決を図るものとします。

⑭ 記録は計測システムを使用します。ただしシステムトラブル等で正確に計測できない場合がありますので、あらか

じめご承知おきください。

⑮ 荒天などにより、大会を中止する場合は、当日朝6：30までに、代表保護者へメールで連絡します。

また、当日朝7：00までにホームページにも大会中止の旨を掲載をします。

※ 今大会は、新型コロナ対策により以下を実施いたしますのでご了承ください。

・コロナ感染症拡大予防のため、37.5℃以上の体温がある場合は競技への参加および会場への入場

は出来ません。

・会場ならびにその周辺では、マスク（フェイスガード等）の着用を必須といたします。但し、人との距離

を2ｍ以上確保できる場合、および競技に参加中の選手はこの限りではありません。

以上



グラウンド内設営図

自転車置き場

　出入口 【道　　　　路】 ※アップ（軽めのランニング場所）

競技出口

ゴール・中継 1区スタート地点

競技入口

・ 公共交通機関を利用してご来場ください。近隣のメルカート駐車場は駐車禁止です。
・ トイレは、自転車置き場に御座います。

　 ・ 道路は、一般車両も通行しますので、充分ご注意ください。

・ ごみ箱はありません。ごみは各自でお持ち帰りください。

・ 印の部分は、立入禁止とさせていただきます。

・ グラウンド出入口付近は通路が狭くなっていますので、下記図を参考にしてください。

≪グラウンド出入口付近≫ ＯＵＴ ＩＮ

　　　　　　　　　　　　　　道　　　　　路

倉庫

ＩＮ

ＯＵＴ

カラーコーン（横断禁止）
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救護テント 本部・運営テント

受付

白バイ

整理体操場

次走者
待機場

走路

救護テント

計測

ご協賛ブース

トイレ

門

走路

走路



コース案内

小学生コース　「約1.22㎞（1区は約1.43㎞）」

中学生コース　「約1.87㎞（1区は約2.09㎞）」
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競技走路 ＝

観覧場所 ＝

救護テント＝

競技走路 ＝

観覧場所 ＝

救護テント＝



未来へつなぐ　つづき　ゆめ駅伝実行委員会名簿

未来へつなぐ　つづき　ゆめ駅伝　実行委員会

メールアドレス tuzuki.yume@gmail.com

https://tuzuki-yume-ekiden.jimdo.com/ 大会公式ホームページ
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　矢口　和之 　　　　山本　太郎

　最上　裕司 　　　　清水　正明

　竹原　浩太郎

　新藤　晴人 （実行副委員長） 　　　　山﨑　由美

　池　雅子 （実行副委員長） 　　　　佐藤　知子

　宮崎　亮 （審判長） 　　　　福知　康文

　大隅　めぐみ （実行委員長） 　　　　日下部　敦彦

緊急連絡先 090-4055-8509 (担当：新藤)

未来へつなぐ つづき ゆめ駅伝は、地域と子どもたちを応援しています。

mailto:tuzuki.yume@gmail.com
https://tuzuki-yume-ekiden.jimdo.com/


*　変更がある区間のみ、ご記入願います

代表保護者氏名

印

有・無し

有・無し

有・無し男・女

令和5年2月18日

　私たち参加チームの選手および選手の保護者一同は、大会中に発生した事故などについて
を自己の責任とし、主催者に一切の責任を問いません。
　大会中の写真、動画、記録等について、主催者及び関係団体、新聞、広報誌、会報、イン
ターネット等に利用することを承諾します。
  第７回未来へつなぐ　つづき　ゆめ駅伝参加要項を承知して参加します。

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

学年 性別学年 性別

申込済みの情報 変更がある場合*

競技者名＋ふりがな

4区

５区
　 ※中学生のみ

競技者名＋ふりがな 変更欄競技区間

1区

2区

3区

男・女

男・女

男・女

男・女

有・無し

有・無し

競技種目
※書き方例

4年生男子男女混合の部

チーム名

承諾書（兼）変更届（当日、受付にご提出ください）

大会当日の競技者名を確認し、保護者代表の承諾印を押した上で、受付まで提出願います。
尚、大会当日に競技者や区間変更がない場合は、変更欄の「無し」に〇を記載してください。

ご注意事項： １．駐車場は有りません.。本大会に参加されるかたは、メルカートで買い物をする場合でも、
　　大会当日は駐車場を使用することはできません。必ず公共の交通機関を利用してください。
２．駅伝コースとなる多目的グランド周辺は農業専用道路です。ご協力いただいている
　　農家の方の作業の妨げとなりますので、ここでの練習は固く禁止致します。


