
第１回益城公認ロードレース大会 大会要項 

 

１．名称 第１回益城公認ロードレース大会 

２．主催 （一財）熊本陸上競技協会 益城町 

３．主管 益城町教育委員会 益城町体育協会 益城町陸上競技協会 

４．後援 上益城郡体育協会 上益城郡陸上競技協会 熊本日日新聞社 

５．協力 御船警察署 益城町交通指導員 益城走ろう会 益城町スポーツ推進委員会 

６．協賛 （株）再春館製薬所 熊本ドライビングスクール マルクラスポーツ 

 益城町料理飲食業組合弁当部会 五ヶ瀬ワイナリー 

７．大会期日 平成２７年１２月２６日（土） 

８．コース （公益財団法人）日本陸上競技連盟公認コース（１０マイル、１０ｋｍ） 

 （益城町総合運動公園陸上競技場スタート・フィニッシュ：益城町杉堂折り返し） 

 益城町総合運動公園陸上競技場スタート・フィニッシュの特設コース（５ｋｍ・３ｋｍ・２ｋｍ） 

９．種目 １０マイルの部（公認） 一般男子の部 

 １０ｋｍの部（公認） 一般・高校女子の部 高校男子の部 一般男子の部 

 ５ｋｍの部（未公認） 中学男子の部 

 ３ｋｍの部（未公認） 中学女子の部 

 ２ｋｍの部（未公認） 小学女子の部 小学男子の部 

10．参加資格 下記の条件を満たし、健康に自信のある人 

 １０マイルの部 １８才以上（高校生不可）で７０分以内に完走できる人 

 １０ｋｍの部 高校生以上で５０分以内に完走できる人 

 ５ｋｍ・３ｋｍの部 保護者またはチーム代表者が参加を同意した人 

 ２ｋｍの部 小学４年生以上で保護者が参加を同意した人 

11．競技規則 ２０１５年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則による 

12．参加申込 （１）メールでの申し込み 

 益城町陸上競技協会ホームページ（http://mashiki-rk.org/）より申込シートをダウンロードし、 

   必要事項を記入の上、メールにて申し込むこと。 

   申込メールアドレス  sports@town.mashiki.lg.jp 

   申込シートは代表者（小学生は保護者）押印後、１部を大会事務局まで郵送すること。 

 （２）規定用紙での申し込み 

   メールで申し込みができない方は、大会事務局へ規定用紙を請求し、必要事項を記入して、郵送 

   で申し込むこと。 

 いずれの場合も、申し込みと同時に参加料を下記口座へ振り込むこと。 

 郵便振替口座 口座記号番号 ０１７６０－０－１４４０７８ 

 口座名称   益城公認ロードレース大会実行委員会 

    ※銀行から振り込む場合  銀行名  ゆうちょ銀行  店名 一七九店 

                 預金種類 当座      口座番号 ０１４４０７８ 

 申込後の受付確認は、益城町陸上競技協会ホームページで確認すること 



13．参加料 小学生 ５００円 

 中学生・高校生 １，０００円 

 一般 １，５００円 

14．申込締切 平成２７年１１月２７日（金）必着 

15．閉会式 レース終了後直ちに益城町交流情報センター「ミナテラス」視聴覚室で行う。 

 表彰は、各部門１位から８位に賞状、副賞を授与する。 

 なお、小学女子の部・小学男子の部の表彰については、１０時４０分より益城町総合運動公園陸上競

技場内の本部テント前で行う。 

16．その他 （１）競技中の事故については応急処置のみ行い、それ以上の責任は負わない。 

 （２）競技中の死亡・傷害事故については、主催者が加入する保険の範囲内で見舞金等が支給される

場合があるので、大会事務局（096-287-4330）に連絡すること。 

 （３）自己都合による申込受付後の種目変更・参加料の返金はしない。 

 （４）大会結果については、後日益城町陸上競技協会ホームページに掲載する。 

 （５）１０マイルの部・１０ｋｍの部の参加者のうち、日本陸上競技連盟登録者のみ記録が公認され

るので、公認記録が必要な方は（一財）熊本陸上競技協会、各都道府県陸上競技協会にてあら

かじめ登録を行うこと。また、公認記録証が必要な方は、（一財）熊本陸上競技協会に申し込

むこと。 

17．公認記録について 記録測定地点・公認記録地点・非公認記録地点は以下のとおりとする 

 （１）１０マイル 

 距離 ５ｋｍ １０ｋｍ １５ｋｍ １０マイル  

 測定地点 〇 〇 〇 〇  

 公認〇 非公認× × × × 〇  

 （２）１０ｋｍ 

 距離 ５ｋｍ １０ｋｍ    

 測定地点 〇 〇    

 公認〇 非公認× × 〇    

18．大会事務局 益城町ロードレース大会事務局（益城町教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係内） 

 〒861-2242 熊本県上益城郡益城町木山２３６（益城町交流情報センター） 

  TEL 096-287-4330  FAX 096-287-8422 

  URL http://www.town.mashiki.lg.jp  e-mail sports@town.mashiki.lg.jp 

 受付状況、大会結果については以下を確認すること。 

 益城町陸上競技協会ホームページ http://mashiki-rk.org/ 

 



競技注意事項 

 

１．競 技 規 則 本大会は２０１５年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項によって実施す

る。 

 

 

２．種 目 

 

２ｋｍの部 

３ｋｍの部 

５ｋｍの部 

１０マイルの部 

１０ｋｍの部 

 

小学女子・小学男子 

中学女子 

中学男子 

一般男子 

高校男子 一般男子 一般・高校女子 

 

スタート時間 

（１０時００分） 

（１０時２０分） 

（１０時４５分） 

（１１時１８分） 

（１１時３３分） 

 

３．受 付 午前８時から各種目スタート１時間前まで 

（受付時間を超えた競技者については棄権したものとみなし処理する。） 

 

４．開 会 式 平成２７年１２月２６日（土）午前９時００分から益城町総合運動公園陸上競技場本部テント

前で開催する。 

 

５．召集について スタート２０分前までにはコール（最終１回のみ）を完了し、召集所のプラカード番号のとこ

ろに集合すること。 

 

６．給 水 地 点 １０マイルの部については、７Ｋｍ付近、１０ｋｍ及び１３ｋｍ付近に水、スポンジ、スポー

ツドリンクを用意する。 

１０ｋｍの部については７ｋｍ付近に水、スポンジとスポーツドリンクを用意する。 

 

７．関 門 交通・警備、競技運営上、全種目について関門を設ける。関門閉鎖時刻を超えた場合、競技を

中止させる。 

 

 種目 関門地点 関門閉鎖時刻 

 ２ｋｍ 小学女子・小学男子 陸上競技場入口 １０時１５分 

 ３ｋｍ 中学女子 陸上競技場入口 １０時４０分 

 ５ｋｍ 中学男子 陸上競技場入口 １１時１５分 

 

１０マイル 一般男子 

折り返し １１時５５分 

 １０ｋｍ折り返し １２時０６分 

 

１０ｋｍ 

高校男子、一般男子 

折り返し １１時５８分 

 高校・一般女子 

     

８．コ ー ス 表 示 各ｋｍごとにプラカードで「〇ｋｍ地点」を表示する。また、１０ｋｍ、１０マイルについて

は残り３ｋｍから「あと〇ｋｍ地点」を表示する。 

 

９．交 通 規 制 コースは一部のみ全面交通規制を行う。全面交通規制区間以外は、対向車が平常通り流れてい

るので、中央線から右側にはみ出さないこと。 

 

10．救 護 救護車及び競技者収容者は、選手団の最後尾に配置する。 

救護員または審判長からレースの中止を命じられたときは、その指示に従うこと。 

 

11．ナンバーカード ナンバーカードは、当日受付時に交付する。ナンバーカードは次の表のとおりとする。 

 

 

種目 

１０マイル 

（一般男子） 

１０ｋｍ 

（高校男子） 

１０ｋｍ 

（一般男子） 

１０ｋｍ 

（高校・一般女子） 

 生地の色 青 白 白 白 

 数字の色 黒 黒 黒 黒 

 ナンバー 1～24 1001～1160 1201～1288 1301～1321 

 

種目 

５ｋｍ 

（中学男子） 

３ｋｍ 

（中学女子） 

２ｋｍ 

（小学男子） 

２ｋｍ 

（小学女子） 

 生地の色 黄 赤 緑 緑 

 数字の色 黒 黒 黒 黒 

 ナンバー 5001～5157 3001～3133 2001～2028 2101～2125 

      

12．そ の 他 ・本大会は記録判定のために自動判定システムを導入する。 
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