
            

 第 70 回全関東八王子夢街道駅伝競走大会 

大会に参加される皆様へ 

 

 

 

 

 

 

この度は、標記大会にお申込みいただき、誠にありがとうございます。 

大会開催に際しまして、ナンバーカード及び関係資料を送付いたしますので、下記事項に御留

意いただきますようお願い申しあげます。 

なお、代表者様が共通で複数お申し込みいただいているチームにつきましては、説明資料を 1

部のみ送付いたしておりますので御了承ください。 

   皆様の御健闘を心よりお祈り申しあげます。 

 

記 

 
■ナンバーカードは当日忘れずにお持ちください。 

■資料はすべて熟読してください。同封した資料以外にも、ウォームアップ場所やバス乗り場の

案内図等を、以下のアドレスに掲載しますので、そちらも必ず御確認ください。 

  

資料掲載場所（大会ホームページ） 

http://hachiojiyumekaidouekiden.jp/  

左記ＱＲコードからもアクセスできます。 

インターネットを御覧いただく環境がない場合は、1 部のみ代表者様あてに送付

させていただきます。下記問合せ先まで御連絡ください。 

 

■資料の補足事項や特に注意していただきたいことを裏面に記載していますので、そちらも必ず

御確認ください。 

■降雪等による大会開催または中止の確認は、以下の電話番号（テレドーム）で御案内します。 

０１８０－９９－３０１０（有料）  当日午前４時３０分より 

■フェイスブックにも大会関連情報を掲載しています。緊急情報の発信にも活用します。 

https://www.facebook.com/yumekaido.ekiden 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 全関東八王子夢街道駅伝競走大会実行委員会事務局 

（八王子市教育委員会スポーツ振興課内） 

〒192-8501 八王子市元本郷町 3-24-1 八王子市役所７階 

 電話 042-620-7457  FAX 042-626-8554 

http://hachiojiyumekaidouekiden.jp/
https://www.facebook.com/yumekaido.ekiden


 

大会に参加される皆様へ 

大会関連資料補足事項・特に注意していただきたいこと 

 

必ず熟読してください。守られない場合はナンバーを控え、次回以降の参加をお断りします。 

■ウォームアップは、指定の場所以外では行わないでください。歩行者・住民の方から苦情が発

生しています。 

■大会会場及び各中継所等において、「立入禁止・立入厳禁・大会役員以外立入禁止」の表示が

してある場所には立ち入らないでください。また、近隣の施設・店舗・歩道・通路・植え込み

等に踏み入ったり、場所取りをしたりすることはしないでください。 

■コースには、車両と並走（コースを設定するコーンのすぐ横を車両が通過）する区間やランナ

ーが途切れた場合に歩行者を横断させる場所があります。大会スタッフやガードマンを配置し

ていますが、皆様にも十分に注意してください。 

 また、中継所の前後でも車両の通行がありますので、大会スタッフの誘導に従い速やかに行動

していただくようお願いします。 

■コース上に給水所はありません。水分は各自で御用意いただくか、同封のドリンク引換券（八

王子市立第五中学校で引換）を御利用ください。 

■ＡＥＤは、各中継所の救護所や沿道の主要な箇所（１０箇所）に配置しています。 

■大会では競技中の混乱を避けるため、緊急地震速報が発表された場合、直ちに競技を中断する

ことはしません。万一の場合は、沿道のボランティア等に従って一時避難場所となる最寄りの

小・中学校へ避難してください。  

■自転車を御利用の方は、八王子市立第五中学校の東側搬入門に駐輪場を設けてあります。利用

時間は大会当日の午前６時３０分から午後１時までになりますので、午後１時以降も駐輪され

ている場合は撤去いたします。 

■バス・車でお越しになり会場周辺で乗降されるチームは、乗降の際、歩行者や周辺の車に十分

に注意してください。本部・中継所等への車両の乗り入れはしないでください。 

■手荷物管理・ゴミの持ち帰り等、各自の責任でお願いします。 

■今回、大会本部会場は八王子市立第五中学校です。例年の会場である都立南多摩中等教育学校

へは立ち入らないように御注意ください。 
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31 スーパーアルプスB 62 until1025 93 beer's 124 いずみの森おやじの会B 155 八王子保健生活協同組合Ｂ 186 多摩信用金庫男子B
1 パパ駅伝 Aチーム 32 スーパーアルプスはざま店 63 八王子市役所JC‐A 94 ラジオ【そんサタ⭐⭐】 125 チーム黒光り一瑛 156 日野市役所A 187 多摩信用金庫男子C
2 パパ駅伝 Bチーム 33 スーパーアルプス青果 64 八王子市役所JC‐B 95 富士電機ＡＣ 126 限界突破 157 日野市役所B 188 転職ＡＣ
3 右田病院駅伝部 34 ちかたま1号 65 八王子市役所JC‐C 96 右田病院駅伝部B 127 ORC‐A 158 日野市役所C 189 #根司会A
4 八王子市役所陸上競技部Ａ 35 トヨダエイト 66 金山家 97 八王子走ろう会A 128 ORC‐B 159 八王子高校陸上部OB 190 #根司会B
5 高尾警察署 36 武蔵ＡＣ 67 金山家Ｂ 98 八王子走ろう会B 129 ORC‐C 160 真精工 191 横河電機
6 キリンビバレッジ男子 37 あずさグリーン 68 八王子市消防団第壱分団 99 八王子走ろう会C 130 がんばるさんねんめ 161 MonsterAC 192 三菱UFJ銀行八王子支店

7 駒木野病院　Aチーム 38 ＲＵＮＳＷＥＲ 69 k‐one 100 八王子走ろう会D 131 TEAM  HOSAKA 162 みなみ野循環器病院A 193 集まろうぜ八王子に

8 八王子市中学校長会 39 プリティーボーイズ８０２ 70 ＴＯＫＹＯフレッシュＡ 101 八王子走ろう会295歳 132 JP日本郵政グループ東京 163 みなみ野循環器病院B 194 ＴＡＭＡＰ・Ａ
9 安田倉庫株式会社 40 ちかたま２号 71 ＴＯＫＹＯフレッシュB 102 平川病院陸上部 133 JP日本郵政東京Ｂ 164 みなみ野循環器病院C 195 ＴＡＭＡＰ・Ｂ
10 ピンチすぎた裏闘技場 41 ハチトターズ 72 ぶんじOB with林 103 上野原中部体育会 134 拓大陸上部OB会 165 みなみ野心臓リハビリ 196 チーム大友
11 山と川(JAPAN) 42 甲州天空カボチャ 73 たじま整形外科クリニック 104 浅川リバイバル 135 チーム七国 166 チームこやだいZ 197 八日町ボーイズ
12 山と川(VIET) 43 たちかわ港　正二丸 74 大和会 105 浅川アグレッシブ 136 東海大八王子病院薬剤科A 167 TAC北軽井沢 198 飯田道場
13 けいつんと愉快な仲間たち 44 セレオ・夢 75 竹千代（暫定） 106 Ａ－Ｚ 137 東海大八王子病院薬剤B 168 TEAM　一誠会 199 商工中金１
14 弁護士法人福澤法律事務所 45 セレオ・未来 76 浅川スポーツクラブ 107 美味しい麦酒のためにA 138 山田家駅伝部 169 日本分光陸上部B 200 商工中金２
15 ジェスハチ 46 セレオ・絆 77 高尾駅伝クラブ 108 三越伊勢丹駅伝競走部A 139 三越伊勢丹駅伝競走部B 170 大英エレクトロニクス 201 商工中金３
16 ジェスキチ 47 ぴのだい　viva令和 78 チームヴァリアント 109 長島高校 140 アスレチックアスリート 171 商店研究会Ａ 202 商工中金４
17 陸穎会　ガチ 48 いちょうライオンズクラブ 79 まつおカート部 110 八王子警察署 141 三田高尾AC連合 172 商店研究会Ｂ 203 商工中金５
18 陸穎会　ファン 49 みずほ銀行八王子支店 80 完山金属Aチーム 111 FirstbikesA 142 三田高尾AC連合２ 173 シノダオールスターズ 204 平川病院陸上部
19 チーム宝幸 50 野村證券Aチーム 81 完山金属Bチーム 112 Firstbikes T 143 三田高尾AC連合3 174 東新緑地駅伝部 205 佐々木の復讐
20 ニッスイ駅伝部 51 野村證券Bチーム 82 完山金属Cチーム 113 かわさきクリニック１ 144 明大同現役＆OB　A 175 ニレコ 206 にゃんにゃんにゃん

21 ＴＵＳ‐ＯＢ 52 野村證券Ｃチーム 83 完山金属Dチーム 114 かわさきクリニック２ 145 明大同現役＆OB　B 176 八王子富士森走友会　Ａ 207 TAX－MAN３
22 UPLIFT 53 野村證券Dチーム 84 セントラルフィットネス 115 KOKAの魂 146 チームしぼく 177 八王子富士森走友会　Ｂ 208 エイト駅伝チーム
23 東京山王ライオンズクラブ 54 南ロータリークラブＡ 85 日本分光陸上部A 116 北原病院男子C 147 中山薬局＆下恩方調剤薬局 178 八王子富士森走友会　Ｃ 209 商工中金池袋
24 八南歯科医師会駅伝部A 55 南ロータリーＢチーム 86 相模原市役所－T 117 八王子ランナーズA 148 5支部と6支部 179 八王子富士森走友会　Ｄ 210 ワンチームＴＭＮＦ

25 八南歯科医師会駅伝部B 56 南ロータリーＣチーム 87 商工中金八王子支店１ 118 八王子ランナーズB 149 エリオニクス 180 八王子富士森走友会　Ｅ 211 Gカップ関根
26 ＤＫＳ－Ａ 57 士業連合A 88 商工中金八王子支店２ 119 八王子消防署 150 第一生命八王子男子 181 チームこやだいA 212 八王子中大スポーツＲＣ

27 DKS‐K 58 士業連合B＋パイセン 89 北原病院男子A 120 八王子市役所陸上競技部B 151 横国トライアスロン部ＯＢ 182 過去の英孝 213 くるし走25
28 一生倶楽部A 59 自動車整備振興会Aチーム 90 北原病院男子B 121 八王子市役所陸上競技部C 152 なかよし幼稚園パパーズ 183 学習院高等科OB 214 八王子山王病院　男子A

29 一生倶楽部B 60 自動車整備振興会Bチーム 91 セリア株式会社 122 短足王子と愉快な仲間たち 153 島根オレゴンプロジェクト 184 税理士会八王子支部 215 八王子山王病院　男子B

30 スーパーアルプスA 61 自動車整備振興会Cチーム 92 一中長距離軍団 123 いずみの森おやじの会A 154 八王子保健生活協同組合Ａ 185 多摩信用金庫男子A 216 乙RC

第70回 全関東八王子夢街道駅伝競走大会　出場チーム

１部　一般男子の部



2 / 3 ページ

217 チームDX 248 やろー会 331 中央大学D 431 都立国立高校 462 淑徳巣鴨高校
218 東医八王子男子Aチーム 249 気まぐれ会 301 拓殖大学陸上競技部 332 法政大学Afro‐Q 401 国学院久我山高校 432 専修大学附属高校A 463 早稲田実業A
219 東医八王子男子Bチーム 250 東大和南公園同好会 302 創価大学A 333 創価大学B 402 東京実業高校A 433 専修大学附属高校B 464 早稲田実業B
220 メターズA 251 チーム＊ヒューマンアイ 303 国士舘大学A 334 創価大学C 403 都立新宿高等学校 434 獨協埼玉 465 早稲田実業C
221 メターズB 252 タイセイドリーマーズ 304 中央大学A 335 育英大学 404 都立新宿高校 435 都立八王子東高校 466 早稲田実業D
222 メターズC 253 チームエスアリ 305 帝京大学Ａ 336 城西AC1 405 光明学園相模原高校A 436 調布南高校陸上競技部B 467 都立武蔵高校
223 加速する変○ 254 ハーマーダ大学 306 帝京大学Ｂ 337 城西AC2 406 光明学園相模原高校B 437 片倉高校 468 駒込高校Ａ
224 加速する◯態 255 エニシア駅伝部 307 帝京大学Ｃ 338 城西AC3 407 光明学園相模原高校C 438 八王子実践高等学校男子A 469 駒込高校Ｂ
225 第3日曜日の会ちゅら 256 日体大OB 308 帝京大学Ｄ 339 城西AC４ 408 光明学園相模原高校D 439 八王子実践高等学校男子B

226 ヒロシプロ2 257 城西大学 309 帝京大学Ｅ 340 城西AC５ 409 光明学園相模原高校Ｅ 440 川崎市立橘高校
227 八王子消化器病院駅伝部 258 拓殖大学ランナーズA 310 東京外国語大学 341 立教大学 410 明中八王子Ａ 441 駒大高Ａ
228 みゆき接骨院グループ 259 拓殖大学ランナーズB 311 湘南工科大学 411 明中八王子Ｂ 442 駒大高Ｂ
229 駒木野病院　Bチーム 260 日野自動車はしるんじゃー 312 北里大学 爆速タートルズ 412 明中八王子Ｃ 443 東大和南高校男子A
230 ジャッカル 261 日野自動車羽村トントン 313 北里大学 神速タートルズ 413 調布南高校陸上競技部 444 中央大学附属横高校
231 チームイシダ多摩 262 ダイワハウス南多摩支店 314 北里大学 老害タートルズ 414 都立立川高校 445 学習院高等科
232 コスモ計器 315 法政大学二部B 415 小金井北男 446 富士北稜高校
233 京華学園 316 学習院大学 416 福生高校 447 松が谷Ａ
234 花王ＫＣＭＫ 317 法大二部C 417 都立昭和高校A 448 松が谷Ｂ
235 八王子中屋ボクサーズ 318 日大法 418 都立昭和高校B 449 松が谷Ｃ
236 元祖チームじぇす 319 早稲田大学早実高4学部 419 実践学園サッカー部A 450 都立上水高校
237 岡林雅一 320 工学院大学A 420 実践学園サッカー部B 451 都立田無高校A
238 東大和南高校男子B 321 工学院大学B 421 実践学園野球部A 452 都立田無高校B
239 Nヒロシプロ3 322 国士舘大学B 422 実践学園野球部B 453 生田高校
240 All Citrus 323 国士舘大学Ｃ 423 長野日大A 454 東京都立若葉総合高等学校

241 敗者の会 324 法大二部Dチーム 424 長野日大B 455 都立東大和高校A
242 スーパーモデル坪田 325 中大スポーツ新聞部RC 425 長野日大C 456 都立東大和高校B
243 LOOK STAR 326 法大二部A 426 八王子高校 457 富士森高校
244 相武国道 327 明星大学 427 実践学園陸上部 458 東京実業高校B
245 ハチトラ 328 帝京科学大学 428 都立日野台高校A 459 都立日野高等学校Ａ
246 のむらくん 329 中央大学B 429 都立日野台高校B 460 都立日野高等学校Ｂ
247 勝山多也 330 中央大学C 430 都立日野台高校C 461 開成Aチーム

２部　大学男子の部

第70回 全関東八王子夢街道駅伝競走大会　出場チーム

３部　高校男子の部
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631 ORC女子
501 椚田中陸上部 601 青春ランナーズＡ 632 ちーむめでぃかる 701 東京農業大学 801 成田高校 901 南多摩中等教育学校
502 元八王子中学校A 602 青春ランナーズＢ 633 八王子富士森走友会　Ｆ 702 中央大学女子陸上競技部 802 錦城学園高等学校Aチーム 902 帝京大学中学校
503 元八王子中学校B 603 野村證券女子チーム 634 多摩信用金庫女子A 703 拓殖大学女子陸上部 803 錦城学園高等学校Bチーム 903 ひよどり山中学校
504 帝京大学中学校 604 一生倶楽部レディース 635 多摩信用金庫女子B 704 帝京科学大学A 804 明中八王子 904 石川中
505 ひよどり山中学校 605 みずほ銀行八王子支店 636 ランニング女子 705 帝京科学大学B 805 東京都立調布南高等学校 905 打越中学校陸上部
506 石川中 606 東京ＷＩＮＧＳ 637 エイト女子駅伝チーム 706 北里女子 806 札幌日大高校 906 八王子市立第一中学校

507 打越中学校陸上部 607 浅川スポーツクラブ 638 キリンビバレッジ女子 707 聖徳大学 807 都立立川高校 907 上柚木中学校
508 八王子市立第一中学校 608 パパ駅伝（ママの部） 639 八王子山王病院　女子A 708 学習院大学 808 小金井北女子 908 横山中学校
509 上柚木中学校 609 商工中金八王子支店紅 640 八王子山王病院　女子B 709 東京女子体育大学 809 福生高校 909 八王子市立七国中学校

510 南多摩中等教育学校 610 北原病院女子A 641 K２黙古寿 710 法大2部2女 810 都立昭和高校 910 松木中駅伝女子
511 八王子特別支援学校中学部 611 北原病院女子B 642 東医八王子女子Aチーム 711 法政いちじょん 811 長野日大 911 浅川中学校
512 横山中学校 612 右田病院駅伝部 643 東医八王子女子Bチーム 812 実践学園陸上部 912 八王子学園八王子中学校

513 八王子市立七国中学校 613 八王子走ろう会美女 644 teamYUMIKOw 813 都立日野台高等学校A 913 八王子第三中学校
514 八王子市立南大沢中学校 614 八王子走ろう会魔女 645 明八OG 814 都立日野台高校B 914 中山中学校
515 浅川中学校 615 横山中学校PTA 646 八王子高校OLD 815 国士舘高等学校 915 由井中学校
516 八王子学園八王子中学校 616 八王子消防署女子チーム 647 八王子高校YOUNG 816 獨協埼玉 916 城山中学校
517 八王子第三中学校 617 八王子ランナーズ女子 648 ぴょんぴょんぴょん 817 八王子実践高等学校女子 917 八王子市立別所中学校

518 明中八王子中学校 618 三越伊勢丹駅伝競走部 649 あついぞファイヤー 818 川崎市立橘高校Ａ
519 中山中学校 619 エリオニクス 650 八王子富士森走友会　G 819 川崎市立橘高校Ｂ
520 由井中学校 620 スーパーアルプス女子A 651 八王子消化器病院駅伝部 820 東大和南高校
521 城山中学校 621 スーパーアルプス女子B 652 拓殖大学ランナーズL 821 駒大高Ａ
522 八王子五中 622 八運ゆるふわガールズ 822 駒大高Ｂ
523 八王子市立別所中学校 623 たちかわ　短髪女子 823 中央大学附属横浜高校

524 八王子七中 624 ドモホルンリンクル 824 松が谷高校
625 セレオ・希望 825 都立上水高校
626 第一生命八王子女子 826 都立田無高校
627 みなみ野循環器病院看護 827 東京都立若葉総合高等学校

628 みなみ野循環器病院女子 828 都立日野高等学校
629 みなみ野心臓リハ女子 829 都立東大和高校
630 笹野塾桜組 830 淑徳巣鴨高校

第70回 全関東八王子夢街道駅伝競走大会　出場チーム

４部　市内中学男子の部 ８部　市内中学女子の部６部　大学女子の部 ７部　高校女子の部５部　一般女子の部



第７０回 全関東八王子夢街道駅伝競走大会 開催要項
① 開  催  日　 　令和２年（２０２０年）　２月９日（日）　雨天決行

② 日　　程　　 開 会 式　  午前８時４０分（予定）
　　　　   　 　  スタート　１～３部　午前９時００分　　４～８部　午前９時１０分
　　　　　　　  閉 会 式　  午前１１時（予定）

③ 会　　場　　 開会式会場　ＪＲ八王子駅北口 マルベリーブリッジ
　　　　　　 　 ス タ ー ト  ＪＲ八王子駅北口　　　
　　　　　　 　 フィニッシュ　東京都立南多摩中等教育学校  西側
　　　　　　  　閉会式会場　八王子市立第五中学校（八王子市明神町４－１９－１）

④ 部　　門　　 １部：一般男子の部　２部：大学男子の部　３部：高校男子の部　４部：市内中学男子の部
　　　　　　　  ５部：一般女子の部　６部：大学女子の部　７部：高校女子の部　８部：市内中学女子の部

⑤ 区間及び距離

   １～３部（２０．７km）

　１区（４．７km）　ＪＲ八王子駅北口　→
20号バイパス

→→→　追分町交差点　→
甲 州 街 道

→→→　並木町交差点　→→　散田架道橋

　２区（６．２km）　散田架道橋　→
けやき通り

→→→　東浅川町交差点手前左折　→→　京王狭間駅前　→
高専前通り

→→→　国立東京高専交差点　→

　　　　　　　　　 →　京王めじろ台駅　→→　散田町交差点　→
けやき通り

→→→　散田小学校　

　３区（５．７km）　散田小学校　→
けやき通り

→→→　東浅川町交差点手前左折　→→　京王狭間駅前　→
高専前通り

→→→　国立東京高専交差点　→

　　　　　　　　　 →　京王めじろ台駅　→→　散田町交差点　→→　散田架道橋

　４区（４．１km）　散田架道橋　→→　並木町交差点　→
甲 州 街 道

→→→　追分町交差点　→
甲 州 街 道

→→→　東京都立南多摩中等教育学校 西側

   ４～８部（１４．８km）

　１区（４．７km）　ＪＲ八王子駅北口　→
20号バイパス

→→→　追分町交差点　→
甲 州 街 道

→→→　並木町交差点　→→→→　散田架道橋

　２区（２．３km）　散田架道橋　→
けやき通り

→→→　東浅川町交差点手前左折　→→→→　京王狭間駅前

　３区（３．７km）　京王狭間駅前　→
高専前通り

→→→　国立東京高専交差点　→→→→　京王めじろ台駅　→→→→　散田町交差点　→→

　　　　　　　　　 →→　散田架道橋

　４区（４．１km）　散田架道橋　→→　並木町交差点　→
甲 州 街 道

→→→　追分町交差点　→
甲 州 街 道

→→→　東京都立南多摩中等教育学校 西側

⑥ チーム編成等　監督１名・競技者４名の編成とする。
　　　　　　　　※全ての部門において、男女混合チームの出場はできない。
　　　　　　　　※監督は、競技者を兼ねることができる。また、補欠は４名までとする。
　　　　　　　　※２～４・６～８部は学校名が判るチーム名とすること。
　　　　　　　　※４・８部については、学校単位で両部門合わせて１校２チームまでの参加とする。
　　　　　　　　　また、１・５部に中学生以下は参加できない。
　　　　　　　　※チーム名等について、本大会への参加に相応しくないと大会事務局が判断した場合は変更を指示する。
　　　　　　　　　その指示に従わない場合は、大会への参加を認めない。

⑦ 参 加 資 格 　  １） 国籍を問わず、健康で各区間距離を走破できる者。特に４・８部においては各区間の距離に留意すること。
　　　　　 　　  ２） １～３部においては、５km ２２分３０秒以内で走破できる者。
　　　　　 　　  ３） ４～８部においては、３km １４分３０秒以内で走破できる者。

⑧ 定     　 員　　 １部（一般男子の部）２３５チーム（定員のほかに、サポート枠あり）
　　　　　　　    ２部（大学男子の部）７０チーム（定員のほかに、サポート枠あり）
　　　　　　　　※サポート枠は、大会継続のために設置している優先出場枠。

⑨ 参   加   料　     １）１部（一般男子の部）１チーム２２，０００円　ただし、サポート枠は１チーム３０，０００円とする。
　　　　　 　　  ２）５部（一般女子の部）１チーム２０, ０００円
　　　　　 　　  ３）  ２・６部（大学男子・女子の部）１チーム１８，０００円  ただし、２部サポート枠は１チーム３０，０００円とする。
　　　　　 　　  ４）３・７部（高校男子・女子の部）　１チーム１５, ０００円
　　　　　 　　  ５）４・８部（市内中学男子・女子の部）　無料



⑩ 表　　彰
　　　１）各部門１～３位には賞状及びトロフィーを、４～６位には賞状を授与する。
　　　２）各区間１位には、賞状及びメダルを授与する。
             ３）参加賞は、参加者（走者）全員に贈る。

⑪ 競技上の注意事項
　　　１）本大会の競技は、２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則・駅伝競走基準及び大会要項により行う。
　　　２）サイドコーチ及び伴走による応援は、一切禁止する。
　　　３）申し込み締め切り後の競技者変更は、一切認めない。
　　　４）競技者の重複登録は認めない。
             ５）大会当日の競技者受付は行わない。ナンバーカードと大会資料を事前に代表者へ送付するので、必ず持参すること。
             ６）補欠競技者の起用は、２月７日（金）午後３時までに事務局へ「補欠競技者変更届」を提出すること。
             　　また、３・４・７・８部においては補欠競技者を起用する場合に限り区間変更を認める。
　　　　　ただし、やむを得ず大会当日に競技者変更をする場合は、医療機関を受診したことが分かる書類の写しを添え、午前
　　　　　７時３０分までに競技者受付係に「補欠競技者変更届」を提出すること。
　　　　　なお、競技者数が不足したチームは、出走を一切認めない。
　　　７）交通・警備・競技運営上、散田小学校中継所（１～３部の２区→３区中継）は午前９時５５分に繰上げ出発を行うが、
　　　　　以降は繰上げ出発は行わない。
             ８）交通・警備・競技運営上、午前１０時２５分までに散田架道橋中継所（復路）（全部門の３区→４区中継）を 通過でき
    　　　　ないチームは午前１０時２５分で競技を終了する。該当するチームの競技者は速やかに歩道へ上がり、襷を走路審判
　　　　　員へ返却すること。※繰上げ出発は行わない。
             ９）交通・警備・競技運営上、午前１０時５０分に競技を終了する。
            10 ）上記７）か ら ９）のほか、参加資格にある規定のタイムより著しく遅れるチームは競技を中止することがある。
            11 ）１区（コースの特性上、復路４区の競技者と交錯する可能性）及び３区（中継所の制限時間あり）の競技者に関しては、
　　　　　十分に考慮したうえで配置すること。
            12 ）４・８部の参加については、本人及び保護者の同意を得ること。
            13 ）各中継所への移動は、主催者の用意するバスに乗車すること。（該当区間競技者１名に付添者１名の乗車を認める。）
            14 ）競技中、ケガ、疾病等により走行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ること。主催者側で
　　　　　応急処置は行うが、その後の処置は各自（各チーム）で行うこと。
            15 ）競技中の傷病、事故等への補償は、主催者が加入している保険の範囲内で行う。それ以外については自己負担とし、
　　　　　主催者に責任を問わないこと。
            16 ）競技にふさわしくない服装（他競技者の走行に支障がある等）であると主催者が判断した場合、競技を中止させることがある。
            17 ）競技者の衣類や貴重品の管理・輸送については、各チームで行うものとする。

⑫ 申込方法    ＜１・２・３・５・６・７部＞
　　　　　　　インターネット http://hachiojiyumekaidouekiden.jp/ もしくは https://runnet.jp/ から申込む。
　　　　　　　（いずれも RUNNET への登録が必要。エントリー手数料は参加料の５.５％）
　　　　　　＜４・８部＞　申込書（コピー可）に必要事項を記入のうえ、事務局窓口・郵送等で申込む。
　　　　　　※申込みは、参加料の支払により確定する。申込み後の部門変更、キャンセルは不可。また、主催者の責によらない
　　　　　　　事由で大会が中止の場合、参加料等の返金は一切行わない。

⑬ 申込期間　令和元年（２０１９年）１０月１５日（ 火 ）　～　１１月１５日（ 金 ）   （必着）
　　　　　　 窓口受付時間　午前９時～午後５時　（土・日・祝日を除く）
　　　　　　※１・２部の申込みは先着順とし、定員になり次第（サポート枠を除き）締切りとする。

⑭ 申込場所　申込み ･ 大会に関する問合せ先

　　〒１９２－８５０１
　　東京都八王子市元本郷町三丁目２４番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　市役所７階
　　全関東八王子夢街道駅伝競走大会
　　　　　　　　　　　　　実行委員会事務局
　　（八王子市教育委員会スポーツ振興課内）
　　ＴＥＬ  ０４２－６２０－７４５７
　　ＦＡＸ  ０４２－６２６－８５５４



競 技 者 注 意 事 項

Ⅰ 規則について
　　本大会は、令和元年（2019 年）度日本陸上競技連盟競技規則・同駅伝競走基準及び本大会
　要項に基づき実施する。

Ⅱ 競技者受付・競技者変更について
　　① 競技者受付
　　　　１）大会当日の競技者受付は行わない。
　　　　２）ナンバーカードは事前に送付する。
　　　　３）タスキ（発信機付）は、第 1 区最終コールの際に渡す。

　　② 競技者変更
　　　　１）競技者変更は、正競技者と補欠競技者との入れ替えのみとし、区間変更は認めない。
　　　　　　ただし３・４・７・８部においては補欠競技者の起用に伴う区間変更を認める。
　　　　２）競技者変更は、２月７日（金）午後３時 00分までに、別紙「補欠競技者変更届」を大会事務局に
　　　　　　提出すること（ＦA Ｘ可）。ただし、やむを得ず大会当日に競技者変更をする場合は、医療機関を
　　　　　　受診したことが分かる書類の写しを添え、午前６時 45分から午前７時30分までに、競技者受付
　　　　　　係に「補欠競技者変更届」を提出すること。なお、競技者が不足したチームは、出場を一切認めない。
　　　　３）各競技者とも走行は１区間に限る。

Ⅲ 競技方法について
　　① スタートは、１～３部は午前９時。４～８部は午前９時 10 分に行う。
　　② スタート順は、各部門別にナンバーカードの番号順とする。
　　③ 最終コールは、必ず、競技者本人が受けること。
　　④ 各チーム各区間とも１人の競技者で走行し、伴走並びに車両による応援は認めない。
　　⑤ 競技者は、原則として道路の左側端（コーンの内側）を走ること。但し、警察官・交通安全指導員・
　　　 競技役員の指示があった場合は、その指示に従うこと。
　　⑥ タスキは、必ず肩から脇の下に掛けて走ること。
　　⑦ 競技中、ケガ、疾病等により走行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
　　　 受けること。主催者側で応急処置は行うが、その後の処置は各自（各チーム）で行うこと。
　　⑧ 競技中の傷病、事故等への補償は、主催者が加入している保険の範囲内で行う。それ以外に
　　　 ついては自己負担とし、主催者に責任を問わないこと。
　　⑨ 競技中、大会審判長及び医師から競技の中止を命じられた場合は、直ちにその命に従わな
　　　 ければならない。
　　⑩ 競技にふさわしくない服装（他競技者の走行に支障がある等）であると主催者が判断した場合、
　　　 競技を中止させることがある。
　　⑪ 競技者の衣類や貴重品の管理・輸送については、各チームで行うものとする。
　　⑫ 交通・警備・競技運営上、散田小学校中継所（１～３部の２区→３区中継）は午前９時 55 分に
　　　 繰上げ出発を行うが、以降は繰上げ出発は行わない。
　　⑬ 交通・警備・競技運営上、午前10 時 25分までに散田架道橋中継所（復路）（全部門の３区→４区
　　　 中継）を通過できないチームは午前10時25分で競技を終了する。タスキの返却は⑮に従うこと。
　　⑭ 交通・警備・競技運営上、午前 10 時 50 分に競技を終了する。タスキの返却は⑮に従うこと。
　　⑮ フィニッシュ後、直ちにタスキを競技者係に返却すること。また、⑬⑭に該当するチームの
　　　 競技者は、速やかに歩道へ上がり、走路審判員へタスキを返却すること。
　　　 ※本大会は、発信機付きのタスキにより記録集計を行うので、タスキの返却が確認できない
　　　　 チームには、紛失として実費負担を求める。
　　⑯ 上記⑫～⑭のほか、参加資格にある規定のタイムより著しく遅れるチームは競技を中止する
　　　 ことがある。

　※ウォーミングアップは、指定の場所（学校敷地内、浅川ゆったりロード、狭間公園等）で行うこと
　　とし、住宅地や通路など、住民や通行人の邪魔になるような場所では、絶対に行わないこと。
　　ただし、学校敷地内は霜や雨等の理由で使用できない場合がある。



Ⅳ 中継所について
　　① タスキの受け渡しは、前走者が完全に所定の中継線を通過し、中継線の進行方向 20ｍ以内で次
　　　 走者に渡さなくてはならない。
　　② 中継線より前後 50ｍ以内は、役員、競技者以外、一切の立入りを禁止する。
　　　 付き添い人のリレーゾーン内立入りについては、各中継所審判主任の指示に従うこと。
　　③ 散田架道橋中継所は狭いため、散田架道橋中継所・中散田公園会場配置図のとおり役員・
　　　 スタッフ等の誘導に従うこと。
　　④ 散田小学校中継所は狭いうえ、繰上げスタートを実施するため、各チームの通過状況により
　　　 スタート位置の調整を行う可能性がある。役員・スタッフ等の誘導に従うこと。

Ⅴ 招集について
　　① 第１区招集について
　　　 １）第１区走者の招集については、ＪＲ八王子駅北口駅前地下１階となるので注意すること。
　　　　　 また、招集所が狭いため、第１区走者のみとする。
　　　 ２）第１区走者の付き添い人は、各チーム１名に限り競技役員の指示により、スタート線後方の両側
　　　　　 歩道上（１部は車道の西側、２・３部は車道の東側。４～８部は車道の東側。）で待機することができる。
　　　 ３）第１区走者は、スタート５分前にスタート地点（道路上）へ誘導する。

　　② 招集時間は、下記の通りとする。

Ⅵ コース上の標識について
　　　「１・２・３部直進」「４・５・６・７・８部直進」「４・５・６・７・８部中継所右側」
　　　「合流注意」「１・２・３部中継時左折」「１・２・３部２区左折」
　　　「１～８部中継所」「１・２・３部左寄りを走行」「４・５・６・７・８部右寄りを走行」
　　　※その他、ナンバーカードを標記した標識あり。

Ⅶ その他
　　① 閉会式は、午前 11 時開始予定です。入賞チーム以外も是非参加してください。
　　② ゴミの持ち帰りは、各チームで行ってください。
　　③ 閉会式会場等に湯茶のサービスコーナーがありますのでご利用ください。
　　④ 本大会が無事に終了できますよう、皆様のご協力をお願いいたします。
　　⑤ 主催者は下記の事項において一切の責任を負いません。
　　　　（１）疾病及びその他の事故（応急処置を除く。また、主催者加入の保険の範囲内でのみ補償する。）
　　　　（２）紛失及び毀損
　　　　（３）公共交通機関及び道路事情等による遅刻

１・２・３部 第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区
招 集 時 間 ８：３０まで ８：４４まで ９：０１まで ９：１８まで

先頭通過予定時刻 ９：００ ９：１４ ９：３１ ９：４８

４・５・６・７・８部 第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区
招 集 時 間 ８：４０まで ８：５６まで ９：０４まで ９：１５まで

先頭通過予定時刻 ９：１０ ９：２６ ９：３４ ９：４５
（各部門の招集場所・中継所・フィニッシュ地点については、別紙参照）

【応援 ・付き添いの方にお伝えいただきたいこと】

※ ガードレール、歩道橋等（特に曲り角や中継所付近）に各チームの横断幕、のぼり旗を
　 設置しないでください。

※ 小旗等を車道に突き出して、ランナーの邪魔になるような行為はやめてください。

※ 自転車等での伴走はやめてください。

※ 歩道と車道の間の植え込みに入らないでください。

※ コース上の横断は、横断歩道、歩道橋以外ではしないでください。

※ 歩道橋は歩行者の通行のみとし、立ち止まって観戦しないでください。



令和２年（2020 年）  月   日                             

第 70 回全関東八王子夢街道駅伝競走大会 補欠競技者変更届 

ナンバーカード ： 【        】      チーム名 ： （                       ） 

連絡者・連絡先 ： （              ℡           ）  ※日中確認・連絡が取れる方でお願いします 
 

 変更前（登録） 競技者名 変更後 競技者名 名簿修正 確認 備  考 

１ 区      

２ 区      

３ 区      

４ 区      

補欠      

補欠      

補欠      

補欠      

《事務局使用欄》 

【留意事項】 

●競技者変更は、申込みした登録競技者と補欠登録者の間でのみ可能です。 

●登録競技者の区間変更はできません。 

●２月７日（金）午後３時までに大会事務局に提出してください。 

●やむを得ず大会当日に競技者変更をする場合は、医療機関を受診したことが分かる書類の写しを添え、 

午前６時４５分～７時３０分に競技者受付係に提出してください。 

 大会事務局  ＦＡＸ ０４２̶６２６－８５５４ 

１・２・５・６部用 



令和２年（2020 年）  月   日                             

第 70 回全関東八王子夢街道駅伝競走大会 補欠競技者変更届 

ナンバーカード ： 【        】      チーム名 ： （                       ） 

連絡者・連絡先 ： （              ℡           ）  ※日中確認・連絡が取れる方でお願いします 

 

 変更前（登録） 競技者名 変更後 競技者名 名簿修正 確認 備  考 

１ 区      

２ 区      

３ 区      

４ 区      

補欠      

補欠      

補欠      

補欠      

《事務局使用欄》 

【留意事項】 

●区間変更は、補欠登録者の起用に伴う場合のみ可能です。 

●２月７日（金）午後３時までに大会事務局に提出してください。 

●やむを得ず大会当日に競技者変更をする場合は、医療機関を受診したことが分かる書類の写しを添え、 

午前６時４５分～７時３０分に競技者受付係に提出してください。 

大会事務局  ＦＡＸ ０４２̶６２６－８５５４ 

３・４・７・８部用 



中継所での注意事項 

■タスキの受け渡しは、中継線から進行方向２０ｍの間で行います。 

中継線から出ての受け渡しはできません。また、中継線を踏んだり跨いだりしてはいけません。 

 
 
 
 
 
 

①前走者が中継線手前で倒れて動けなくても取りには行けません。 

②タスキを投げて渡してはいけません。手渡しでお願いします。 

③タスキを受けたら必ず肩から脇の下に掛けて走ってください。 

 手に持ったまま走らないでください。 

 ④前走者がタスキを外すのは、中継線手前４００ｍから、次走者がタスキを掛けるのは、中継

線から２００ｍまでをおよその目安とします。 

⑤前走者は、タスキを渡したら速やかにエリア外へ出てください。 

 （一部日本陸上競技連盟駅伝競走基準抜粋） 

 

■ナンバーカードをスピーカーよりコールします。 

①前走者が中継エリア１５０ｍ位に近づいてきたらスピーカーよりアナウンスします。ナンバ

ーをよく確認してください。 

②呼ばれた走者は、審判員の指示に従い順次中継線へ並んでください。中継線以外の場所で待

って受け取ってはいけません。 

③各中継所では、大変な混雑が予想されますので、呼び出しが聞こえにくくなります。 

各チームは、前走者の到着予定時間を事前にシミュレーションし、スムーズに中継できるよ

う準備してください。 

 

■中継エリア前後５０ｍ以内は選手以外は入れません。付添の方、応援の方は入らないようにし

てください。 

 

 

タスキの注意事項 

■タスキの取扱い 

①タスキの中には記録計測用チップが入っています。中を開いたり取り出したりしないでくだ

さい。 

 ②複数チームで参加している場合は、タスキの渡し間違えにご注意ください。 

 

■タスキの結び方・かけ方 

次のページの図を参考にしてください。 

 

２０ｍ 

中継エリア エリア外 エリア外 



～タスキの結び方～ ～タスキのかけ方～
1 1

タスキは風でなびいてかけにくいので、

両端を持ち、頭からかぶるようにかけます。

2 2

（ここでは右肩にかけるものとします。）

3 1 1 3

　　　　Ａの輪を抜けないよう、

4 4

　　　　　Ｂのこぶが1つだとＡの輪を抜けてしまうので、

～タスキの渡し方、受け取り方～

渡す方はタスキの両端をピンと張るように持ち、受け取りやすいように渡します。

受け取る方は横向きに立ち、走者を待ちます。

そして、ピンと張られたタスキの真ん中を片手でつかみ、走り出します。

受け取り後、タスキはすぐかけずに100ｍ程走ります。

スピードに乗ってからタスキをかけましょう。

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　 ※ＪＲ東日本提供資料を基に作成

タスキのつけ方

　　　　　こぶをＢの先端に３つ程作って結びます。

（タスキを取る際は逆の順序ではずし、次の走者がかけやすい

ように、タスキをゆるめて渡しましょう。）

　　タスキの端に輪がある方をＡに、ない方をＢとします。

　　　　ＢをＡの輪に通します。

Ｂを背中の方にまわし、Ｂのこぶをズボンの中に入れます。

これで、タスキが体からずれることがなくなり、走りやすくなります。

右手で輪のあるＡの部分を持ち、

左手でこぶのあるＢを（矢印の方向に）引っ張り、

タスキがずれないようにしめます。

タスキをしめた後、Ｂの方が長くなりそのままでは走りづらいので、

　　　　Ｂをこぶのできるように結びます。

　　　　　これでタスキの出来上がりです。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ



大会用駐車場(八王子市役所)周辺図 

 
 

 
 八王子市役所来庁者駐車場（無料）が大会用駐車場になります。駐車券をダッシュボード等、外から

見えるように置いてください。 

 大会会場（八王子市立第五中学校）行きのバスは市役所玄関前から午前６時２０分・４０分・７時００

分の３本を予定しています。 

 会場となる八王子市立第五中学校付近にも有料駐車場は多数あります。 

拡大図 

会場(八王子市立第五中学校)行きバス乗り場 

大会会場 

大会用駐車場 

大会用駐車場 



大会用駐車場(八王子市役所)行きバス乗り場 

 
※ 大会終了後、大会用駐車場（八王子市役所）行きバスの運行は、上記の場所より 

１１時３０分発、１２時００分発の２便を運行いたします。 

大会用駐車場行きバス乗り場 

大会会場 

八王子市立 

第五中学校 



各中継所行きバス乗り場 案内図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆上記の図中、   と   は、バスの停車場所を示しています。 

 

○先頭の    が京王狭間駅前中継所行きバスになります。 

⇒７：００、７：１０、７：３０、７：５０、８：００、８：１０の６便を運行します。 

○    のバスは全て横山事務所行きバスになります。 

⇒散田小学校・散田架道橋中継所に行かれる方は   のバスに乗車ください。 

⇒７：００～８：１０の間、随時運行します。 

○バス待合場所では、整列にご協力ください。 

○バスを待っている間のウォームアップは禁止です。 

※競技者 1 名に対して付添者 1 名の乗車が可能です。（各チーム厳守してください。） 

※乗車に際しては、係員にナンバーカードを示すとともに付添者がある場合は、一緒に乗車 

してください。 

※係員の指示及び行き先を確認し、乗り遅れのないようにお願いいたします。 

N 

  

 
校庭 

（立ち入り禁止） 

 

バス待合場所 

・歩道が狭いため五中敷地内で

整列してお待ちください。バス

が来たら係員が誘導します。 

・五中のトイレは利用できます。 

・ウォームアップは禁止です。 

大会会場 

八王子市立 

第五中学校 

各中継所行きバス乗り場 



大会成績について 

 

◆大会結果・成績の確定及び公表◆ 

 

   ～確定及び公表手順は、以下のとおりとなります。 

公表までの間の電話等での問合せは、ご遠慮願います。～ 

 

 

1． 大会当日の競技終了後（10 時 30 分頃）から各部門の上位６チームを確定し、閉会式に

て賞状を交付し表彰します。対象チームは、式への参加をお願いします。 

⇒確定後、速報板に順次掲示します。（表彰台付近） 

 

2． 時間の都合上、閉会式において区間賞の表彰は行いません。後日、賞状とメダルを郵

送いたします。 

 

3． 大会終了後、全結果・成績一覧を八王子市陸上競技協会に渡し、個人の区間成績も含

めて確定作業に着手します。 

繰上げスタートを実施しますので、集計に時間がかかる見込みです。 

 

4． 全結果は確定次第、大会ホームページへ掲載いたします。 

 

5． 成績確定後の結果の公表開始は、夢街道駅伝フェイスブックをご確認願います。 

 

大会ホームページ 

http://hachiojiyumekaidouekiden.jp/ 

 

 

全関東八王子夢街道駅伝競走大会フェイスブック 

https://www.facebook.com/yumekaido.ekiden 

http://hachiojiyumekaidouekiden.jp/
https://www.facebook.com/yumekaido.ekiden
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