
１　主催 株式会社エフエムきらら・公益財団法人宇部市体育協会

２　共催 宇部市・宇部市中学校体育連盟・高等学校体育連盟宇部支部

３特別協賛 明和化成株式会社

４　協賛 宇部新川ライオンズクラブ、株式会社ビバックス

５　後援 株式会社宇部日報社

６　協力 国立大学法人山口大学医学部、自転車いしい

末永整骨院、姿勢改善体育幹、西川医院

７　主管 宇部市陸上競技協会

８　日時 平成31年２月3日（日）雨天決行

受　付　　８時００分～８時３０分･･･常盤スポーツ広場サッカー場

開会式　　８時３０分･･･常盤スポーツ広場サッカー場

出　発　　９時３０分･･･一般１部・高校中学男子・女子の部

出　発　１１時３０分･･･一般２部

９　会場 常盤スポーツ広場サッカー場

１０コース 常盤スポーツ広場サッカー場：スタート・ゴール

ときわ公園周遊園路コース（１周６．１ｋｍ）

男子…７区間　４周　２４．４ｋｍ

女子…６区間　３周　１８．３ｋｍ

　【区間】

区間 区間

サッカー場～

７区
公園管理事務所前～

2.7 10:36 ７区
公園管理事務所前～

公園管理事務所前～

2.7 12:36
サッカー場 サッカー場

６区
サッカー場～

3.4 10:26 ６区

2.7

3.4 12:26
公園管理事務所前 公園管理事務所前

５区
公園管理事務所前～

2.7 10:18 ５区

公園管理事務所前

2.7 12:18
サッカー場 サッカー場

１区
サッカー場～

6.1 9:30 １区

12:00
サッカー場

サッカー場～
6.1 11:30

サッカー場 サッカー場

9:50 ２区 11:50

サッカー場～

3.4

サッカー場

3.4

３区
公園管理事務所前～

2.7 10:00 ３区

公園管理事務所前

公園管理事務所前～

２区
サッカー場～

3.4
サッカー場～

４区
サッカー場～

3.4 10:08 ４区 12:08
公園管理事務所前 公園管理事務所前

ＦＭきらら実況生中継
今年も５時間中継します！

ICタグによる自動計測導入‼
記録が早く出ます！

男子[一般1部]･[高校]･[中学]の部 男子[一般２部]の部

スタート時間　９時３０分 スタート時間　１１時３０分

走行区間 距離 出発予定時間 走行区間 距離 出発予定時間



区間

１１　競技規定

①　一般男子、高校男子、中学男子、一般高校女子、中学女子の各部門のチーム対抗とする。

　　一般男子の部については、過去3年間の最も新しい記録により1部と2部に分ける。

　　チーム記録が1時間40分以内のチームを1部とする。（別紙参照）

②　チーム編成は、男子の部は監督１名・選手１０名、女子の部は監督１名・選手９名

　　以内とする。また、男子の部に女子の選手の参加は認める。

③　メンバー変更申込書は、監督会議時に提出すること。

④　監督会議後の選手変更の場合は、補員をその区間の交代として補充すること。

　　この場合は、大会当日午前８時３０分までにチーム代表者が申し出ること。

　　ただし、緊急の場合は審判長と総務で決定する。

⑤　引継ぎには、主催者で用意したタスキを用いる。

⑥　競走には、一切伴走を認めない。伴走があったと認められたチームは失格とする。

⑦　周遊コースに付き、繰上げ出発はレースの状況に応じ、審判長が判断する。

⑧　選手は、一般の来園者に注意し走行すること。

⑨　競走は、2018年度日本陸連競技規則駅伝競走基準及び本大会規定を併用する。

１２　選手輸送・選手の点呼について

①　主催者で選手輸送用のバスを数台準備し、7:15～15:00の間コースの外周を周回するが、

　　個人で行ってもかまわない。

②　選手の点呼は、１区のみ行う。点呼場所はスタート地点とし、時間は一般男子１部・

　　高校男子・中学男子・高校一般女子・中学女子は９時１０分に行う。

　　一般男子２部は１１時１０分に行う。２区以降の区間については、各自で責任を持って

　　時間までに各中継所に行くこと。

１３　参加資格

①　出場者は、宇部市・山陽小野田市・美祢市・旧阿知須町のいずれかに

　　在住・在勤・在学（中学生以上）する者。

②　上記市・町の学校ＯＢチームも出場可。（チーム名は○○学校OBとすること）

③　出場チームは、大会補助員(立哨業務等)を１名必ず出すこと。ただし、同一の

チーム名で複数出場する（Aチーム、Bチーム等）は全体で１名の補助員とする。

４区
公園管理事務所前～

2.7 9:58
サッカー場

５区
サッカー場～

3.4 10:06
公園管理事務所前

２区
公園管理事務所前～

2.7 9:40
サッカー場

３区
サッカー場～

3.4 9:48
公園管理事務所前

女子[一般･高校][中学]の部

スタート時間　９時３０分 山大医学部サポートによる
自転車救急隊！今年も活動予定走行区間 距離 出発予定時間

１区
サッカー場～

3.4 9:30
公園管理事務所前

６区
公園管理事務所前～

2.7 10:16
サッカー場



１４　表彰

各部門とも、参加チーム数によって１位～６位または、１位～３位の団体表彰。

それぞれ区間賞。また、各種特別賞等もあります。

（表彰内容の詳細は、監督者会議で発表します。）

１５　申込方法

①　参加料は、１チーム　一般男子：7,000円

　　　　　　　　　　　　一般女子：6,000円

　　　　　　　　　　　中学・高校：3,000円

②　別紙申込書により、参加料を添えて申し込むこと。

③　申込期限

平成31年1月10日（木）までに必着のこと。

④　申込先 〒755－0023　宇部市恩田町4-1-4　宇部市野球場内

　　　　　　　　(公財)宇部市体育協会　宇部駅伝係あて

１６　監督者会議

平成31年1月28日（月）　１８時３０分～

場所 宇部市野球場　第１・２会議室

※出場チームは、必ず１名出席のこと。

１７　参加上の注意

①　選手は、監督者会議時に配布するナンバーカードを、胸背部に安全ピンで確実に取り付け、

　　ナンバーカードが役員に見えるようにしておくこと。

②　ナンバーカードは前年度の番号とする。初参加チームは申込み後に連絡する。

　　(過去に出場経験があるチームでも、前回・前々回に出場していないチームは

　　　ナンバーカードが変更になることがある)

③　荷物車は用意いたしませんので、各区間とも走行後着る服についてはあらかじめ

　　１区先の選手に預けて到着中継地点に置いておくこと。また、出発前に脱いだ服は

　　到着する選手に託すこと。荷物にはナンバーカードや名札を必ずつけておくこと。

　　（各選手はそれぞれバッグを２つ用意することが望ましい。）

④　開会式には、各チーム２名以上必ず出席すること。

⑤　競技中の事故または疾病等については、応急処置は主催者で行うが、その後の

　　処置については責任を負わない。各チームでスポーツ保険への加入をおすすめします。

⑥　開会式での選手宣誓は監督者会議で決定しますので、引き受けチームは責任を持って

　　行うこと。また、スタートの配置順も監督者会議で決定します。

　　※注意：監督者会議欠席チームは後方からのスタートとなります。

⑦　駐車場には限りがありますので、お車で来られる方は、乗り合わせてご来場下さい。

　　開会式会場の常盤スポーツ広場（多目的広場）を無料駐車場として開放しますが、台数に

　　限りがありますので、湖水ホール前駐車場と公園西駐車場をご利用下さい（有料）。

　　湖水ホール前、西駐車場からは、大会会場行きの無料シャトルバスをご利用ください。

　　毎年開会式前後には駐車場周辺道路が渋滞します。時間に余裕を持ってご来場下さい。

　　会場周辺の会社やお店等には（特にココランド宇部）絶対に駐車しないで下さい。

【
大
好
評
！

】

西
川
医
院
・
末
永
整
骨
院
協
力
に
よ
る

コ
ン
デ

ィ
シ

ョ
ニ
ン
グ
＆
ケ
ア
コ
ー
ナ
ー

今
回
も
盛
大
に
実
施
予
定
で
す
!



⑧　雨天決行ですが、荒天等による中止の決定は大会当日朝６：００に行います。

　　各チーム代表者が(公財)宇部市体育協会（31-1507または29-0089）に

　　お問い合わせ下さい。万が一、大会中止の場合も参加料の返還はしません。

⑨　メイン会場の常盤スポーツ広場サッカー場は今年度より人工芝に改修されたため、人工芝の上は

　　水分補給以外の飲食を禁止します。ただし、観客席（石段スタンド）は飲食可能です。

　　また、飲食等の物販及び休憩コーナーは、管理棟横の駐車場に設置しますのでご利用下さい。

・競技規則及び参加資格等に反していることが判明した場合は当該チームは失格とする。

　ただし、特別な事情等があり、監督者会議において認められた場合はこの限りではない。

・周遊園路コース内は大会関係車両以外は一切入れません。

・開催要項を関係者に周知徹底してください。

★宇部駅伝の事前情報・大会結果については、宇部市体育協会と宇部市陸上競技協会のホームページに掲載します。

　大会当日は各チームへの記録配布は行いません。速報での掲示のみとします。

★宇部市体育協会のホームページにてアンケートを実施しますのでご協力お願いします。

★大会当日は、会場付近にて飲食等の出店をする予定です。ご利用ください。

★宇部新川ライオンズクラブによる、ふるまいコーナー（予定）があります。

★末永整骨院スタッフによる、レース前のコンディショニングコーナー（予定）があります。

★西川医院協力による、理学療法士のレース前後ケアコーナー（予定）があります。

★ＦＭきららの駅伝実況中継（９時～１４時）もあります。

　宇部駅伝では、出場されるチームや関係団体から協賛団体を募集します。大会運営経費の

一部として活用させていただく協賛金と、特別賞の当選チームへの賞品のご提供について、

是非ともご協力をいただきたく、お願い申し上げます。

　ご協賛いただいた団体は、大会当日のプログラム1/2P掲載および、エフエムきららの

実況中継での紹介を予定しております。

　なお、協賛の有無での大会参加への影響はありません。

　

協賛内容 ①協賛金「１口１万円」

②協賛品「１口　１チーム１０名分の賞品」

協賛申込 別紙申込書により、１月１０日（木）までに、体育協会に送付してください。

申込受付後、広告原稿の打ち合わせをさせていただきます。

受領方法 現金・協賛物品については、ご持参いただくか、当方が受領に伺います。

※参加されるチームのPRや企業PR等にご活用いただき、宇部駅伝を皆様で盛り上げて

いただくため、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

★協賛企業・団体募集★

※


