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ニ ュ ー イ ヤ ー 駅 伝 in ぐんま 

第６６回 全日本実業団対抗駅伝競走大会要項（2021.11.22 版） 
 

 

はじめに（新型コロナウイルス感染症への対応） 

＊新型コロナウイルス感染症の状況を十分踏まえ、主催者は安全第一の大会運営に努める。エントリーにあ

たって各チームは、安全対策に協力することを必須の条件とする。 

＊開催地の群馬県や出場チームの各活動拠点等での新型コロナウイルス感染症の状況などを総合的に判断

し、行政の指導も得ながら、大会を中止とする場合がある。中止とする場合は、当連合ホームページ等で

告知する。 

＊大会当日、その前後における大会運営・競技運営にかかわる新型コロナウイルス感染予防対応策は別途定

める。 

＊新型コロナウイルスの今後はまだ楽観できない。前回大会と同様、沿道での応援・観戦の自粛をお願いせ

ざるを得ない状況に変わりはない。このため、出場チームはエントリー時に「応援自粛協力の同意書」を

提出すること。 

 

 

【要項・本記】 

 

主  催 日本実業団陸上競技連合 

共  催 毎日新聞社 ＴＢＳテレビ 群馬県 

後  援 日本陸上競技連盟 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 みどり市 

 玉村町 群馬県スポーツ協会 上毛新聞社 スポーツニッポン新聞社 

主  管 群馬陸上競技協会 

運営協力 東日本実業団陸上競技連盟 

協  賛 山崎製パン株式会社 

 

１．期   日 2022 年１月１日(土・祝)  9 時 15 分スタート 

        （ＴＢＳ系列 28 局フルネット・・・放映時間 ８時 30 分～14 時 30 分 予定） 

 

２．コ ー ス 群 馬 県 庁･････････群 馬 県 庁 ７区間･････････１００．０Ｋｍ 

 

３．区   間 第１区  群 馬 県 庁･････････高崎市役所･････････１２．３Ｋｍ 

        第２区  高崎市役所･････････前橋市公田町･････････  ８．３Ｋｍ 

        第３区  前橋市公田町･････････伊勢崎市役所･････････１３．６Ｋｍ 

        第４区  伊勢崎市役所･････････太田市役所･････････２２．４Ｋｍ 

        第５区  太田市役所･････････桐生市役所･････････１５．８Ｋｍ 

        第６区  桐生市役所･････････伊勢崎市西久保町･････１２．１Ｋｍ 

        第７区  伊勢崎市西久保町･････群 馬 県 庁･････････１５．５Ｋｍ 

 

４．参加 資格 (1) 2021 年度日本実業団陸上競技連合に「企業チーム」として登録され、当該企業と直接

的な労働契約関係（※）にある監督ならびに男子競技者により編成されたチームで、

各地区予選を経ていること。 ただし、競技者は 11 月 29 日までに登録された者とす

る。 なお、予選会エントリー者が予選会終了後に移籍した場合、移籍先チームはエン

トリーメンバーにこの選手を含めた申し込みはできない。 

 ※短期的な労働契約（例えば駅伝シーズンのみの契約）の者は除く。 

   (2)外国人競技者は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため渡航が制限された事情

に考慮し、昨年度に引き続き、日本国内滞在日数の制限を撤廃する。ただし、新

規契約者については労働契約が確定し、2021 年５月以前に手続きを開始している

こととし、所属する各地域連盟にエビデンスの提出を必須とする。 

なお、当該新規契約者がエントリー期限までに入国制限により来日できなかった 

ケースにおいて、その後、大会前までの来日が可能となった場合は以下の通りと

する。 



   ＜エントリー完了時点で、既に来日できている外国人１名以上をエントリーしてい

るチーム＞ 

    ・12 月 20 日（月）までは、当該新規契約者と、既にエントリーした外国人選手

のうち１名との入れ替えを認める。但し入れ替えの可能性が見込まれるチーム

は、エントリー時に、入れ替わる予定の外国人選手を特定しなければならない。 

 

   ＜エントリー完了時点で、日本人選手のみでエントリーしているチーム＞ 

    ・12 月 20 日（月）までは、当該新規契約者と、既にエントリーした日本人選手

のうち１名との入れ替えを認める。但し入れ替えの可能性が見込まれるチーム

は、エントリー時に、入れ替わる予定の日本人選手を特定しなければならない。 

 

    入れ替え予定選手の特定の仕方など具体的な対応方法については、上記可能性が

見込まれる各チームより、事前に連合事務局に確認すること。 

 

(3) 大会前の 12 月 18 日（土）以降と大会当日朝の「体調管理チェックシート」の提

出を必須とする。大会終了後も１月 15 日まで健康観察を継続し「体調管理チェッ

クシート」に記入する。万一、新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、

担当保健所の指導に従うとともに、大会事務局に報告する。この際、大会事務局

は個人情報の取り扱いに十分留意する。保健所や開催地自治体の求めに応じて、

情報を開示する場合がある。 
 

５．連盟出場枠 

 

連 盟 東日本 中部 北陸 関西 中国 九州 合計 

チーム数 １２ ６ １ ５ ５ ８ ３７ 

 

６．チーム編成 編成は同一企業の単独チームとし、監督１名、競技者１２名、計１３名以内とする。 

        ただし、外国人競技者は、１チーム１名以内とする。 

 

７．競技 規定 (1)本大会は 2021 年度日本陸上競技連盟競技規則及び駅伝競走規準、本大会の定めにより 

行う。 

        (2)競走には連絡車は認めない。 

        (3)引き継ぎはタスキを用いる。 

(4)外国人競技者は参加申し込み時より１名以内とし、出場可能区間は第２区のみとする。 

(5) ユニフォームについては別紙「ユニフォームに関する注意事項」の通りとする。 

 

８．参 加 料 1 チーム 30,000 円とする。 

 

９．表   彰 (1)優勝～第８位までに賞状及び褒賞を授与する。 

        (2)区間優勝者には区間賞を授与する。 

        (3)参加賞･･････参加者全員に贈る。 

        (4)特別表彰････通算 10 回出場者を表彰する。 

（該当者の地域連盟事務局へ申請すること。） 

        ※新型コロナウイルス感染症対応策として表彰式は簡素化して実施する。実施方法は別途

定める。 

 

10．申 込 方 法 (1)申込方法について 

①エントリーは、11 月 15 日(月）9:00 ～11 月 29 日(月）17:00 までに、以下の②に

より行うこと。 

②日本実業団登録者は、下記の所属連盟ＵＲＬよりエントリーを行う。 

※連合ＨＰの競技会スケジュール「第 66 回全日本実業団対抗駅伝競走大会」から

エントリーすることもできます。 

連合ＨＰ→http://www.jita-trackfield.jp/ 



【東日本】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/288 

【中 部】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/289 

【北 陸】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/290 

【関 西】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/291 

【中 国】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/292 

【九 州】https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/293 
 (2) 参加料については、エントリー申込み後、速やかに下記（5）に記載する所属連盟の

指定口座に振り込むこと。 

(3) 企業・支援団体等による現地での「応援自粛協力の同意書」を同時に所属連盟あてに

提出すること。「同意書」は、陸上競技部を管理する企業の担当部署の責任者名で記

入・提出すること。 

(4) その他の申込書は連合ホームページに掲載しますのでダウンロードして、必要事項を

記載の上、下記にメールで送付してください。 

・連合ホームページＵＲＬ http://www.jita-trackfield.jp/ 

(5) 参加費振込先 および その他の申込書提出先 

(東日本)  三井住友銀行 人形町支店 普通預金口座 0908198  

東日本実業団陸上競技連盟 事務局長 佐久間
さ く ま

幸
ゆき

宏
ひろ

（℡:03-3861-6116） 

〒101-0032 千代田区岩本町 2-10-2 神田ウサミビル 601 号 

E-mail: hnj_2016@yahoo.co.jp 

 

(中 部) 三菱 UFJ銀行 刈谷支店 普通 0581583 

中部実業団陸上競技連盟 事務局長 三浦
み う ら

 希代子
き よ こ

（℡: 0566-55-4352） 

〒448-8651 愛知県刈谷市豊田町 2 丁目 1 番地 ㈱豊田自動織機ｳｪﾙｻﾎﾟｰﾄｲﾍﾞﾝﾄ部内  

E-mail: madoka.tsukasaki@chubu-renmei.com 

 

 (北 陸) 福井銀行 さくら通り支店 普通 6176182 

北陸実業団陸上競技連盟 事務局長 岩
いわ

腰
こし

 宏樹
ひ ろ き

 (℡：0776-97-6690) 

〒919-0477 福井県坂井市春江町田端 2-29-1 (株)ユティック内 

E-mail：iwakoshi@mx6.fctv.ne.jp 

 

(関 西)  阿波銀行 鳴門支店 普通預金口座 1467050 

関西実業団陸上競技連盟 事務局長 仲田
な か た

 雅
まさ

秀
ひで

 （℡: 088-624-7910） 

〒772-8601 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原 115 ㈱大塚製薬工場 

E-mail: Nakata.Masahide@otsuka.jp 

 

（中 国) 中国労働金庫 広島西支店 普通預金口座 7157930 

中国実業団陸上競技連盟 事務局長 泉
いずみ

 義
よし

隆
たか

 （℡:082-291-7432） 

〒730-0855 広島市中区小網町６番 12 号 （株）中電工人事労務部内 

E-mail: chujitsu2020@jita-trackfield.jp 

 

(九 州) 西日本シティ銀行 戸畑支店 普通口座番号 1268644 

九州実業団陸上競技連盟 事務局長  松本
まつもと

忠
ただし

（℡:093-883-8155） 

〒806-0002 北九州市八幡西区東浜 6－12 黒崎播磨研修センター２Ｆ 

E-mail: k-rikujo@syd.odn.ne.jp 

 

11．監督 会議   2021 年 12 月 30 日（木）13時 30分 於 群馬県庁昭和庁舎２階第１展示室 

          〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 

＊監督会議に出席しないチームは棄権とみなす。 

＊なお、監督会議終了後、記者会見を開催する。主催者が出席を要請する競技

者・監督の人選など詳細は、毎日新聞社、ＴＢＳテレビなどと協議して、別

途定める。指名を受けた競技者・監督は記者会見に出席すること。 

          記者会見の開催方式は新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、別途定める。 



 

12．表彰式       2022 年 1月 1日(土･祝) 15 時 00 分(予定)、群馬県庁県民ホール 

＊新型コロナウイルス感染症への対応策として簡素化して実施する。 

 

13．ドーピング (1) ドーピングコントロール 

コントロール  世界陸上競技連盟アンチ・ドーピング規則および規程、もしくは日本アンチ・ドーピ

ング規程に基づいて行われる。 

なお、本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿または血液 （あるいは両方） 

の採取が行われる。該当者は指示に従って検査を受けること。日本陸上競技連盟に登

録していない競技者も同様に従うこと。 

なお、競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必

要となる。顔写真のついた学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポート

コピーなどを持参すること。 

(2) ＴＵＥ申請 

禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得な

い競技者は“治療使用特例（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細については、

日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ

（http://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、または日本アンチ・ドーピン

グ機構ホームページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。 

 

 

14．注意 事項 (1) 出場競技者の区間最終エントリーは、12 月 30 日(水)12 時から 13 時までに実業団大会

事務局 Fax027-243-4163、または群馬県庁昭和庁舎２階 21 会議室の事務局あてに直接

持参すること。なお、Fax送信の場合は、Tel027-243-4136 にて着信確認のこと。監督

会議以後の競技者の変更は、1 月 1 日(土･祝)8 時までに審判長に届出て許可を得た者

のみ認める。 

(2) 随行車については、本部において調達したもの以外は認めない。 

(3) 新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、出場チーム・企業及び支援団体等に

よる沿道、スタート・フィニッシュ付近での応援はいっさい控えていただく。スター

ト・フィニッシュ付近及び中継所付近における応援の旗等の掲出については、別に指

示する条件を守ること。 

(4) 競技中に生じた事故については、救急医療のみ主催者側が行うが、事後の責任は負わ

ない。 

        (5) その他詳細事項については監督会議において打ち合わせを行う。 

 

15. その他   （1）主催者は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を遵守し個人情報を取り扱う。 

なお、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成および作成、記録発表、

公式ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡、また、個人情報に十分配

慮したうえで選手の健康管理に資するデータ・知見の集積等に利用する。 

大会の映像・写真・記事・個人記録などは、主催者及び主催者が承認した第三者が、大

会運営及び宣伝等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新

聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。 

大会の映像は、主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上に 

おいて画像や動画を配信することを含む）を禁止する。 

        (2)事前のコース下見・試走を実施するチームは、例年とは異なる状況下にあることを十

分に理解し、地域の方々に不安感、不信感を与えるような言動は厳に慎むこと。下見・

試走でも現地入りする前の体調管理に万全を期し、少しでも体調がすぐれない者は、下

見・試走には同行しないこと。 

        (3)「不適切な鉄剤注射の防止」にかかわる必要書類を提出すること。詳しくは別途定め

る「実施要項」に記載する。 

 

16．宿  泊  宿泊については、別紙宿泊要項に基づき斡旋する。 

 

以上 

 



ユニフォームに関する注意事項 

 

１．原則として「国内大会」向け（下記）を着用すること。そのうえで「スポンサー」部分の表記については、同一企業グル

ープ内の企業名やサービス名、商品名等に限定する。 

 

  

 日本陸連「競技場内における広告・展示物等の規則について」より引用 

※囲み内に記載の面積（㎠）、高さ（cm）は最大値（当該数値以内であれば可）。 

 

同一企業グループ内の

企業名やサービス名、

商品名等に限る。 



２．Q&A 

項 質問 回答 備考 

1. 「所属団体」部分に関して、企業・団体の日

本陸連登録名/実業団登録名は漢字だが、

ひらがな・カタカナやローマ字、さらには略称や

「○○グループ」のような表記をしてもよいか。 

「当該企業・団体である」と社会的に認識でき

る範囲であればよい。  

 

2. 「ロゴ」と「企業・団体名」が一体となっているケ

ースもあるが「所属団体」部分にそのまま表記

してもよいか。 

よい。  

3. 「所属団体」部分について、企業・団体名で

はなく、当該企業・団体のブランド名や商品

名にしてもよいか。 

NG。  

4. 「スポンサー」部分を、「所属団体」部分と同じ

表記にしてもよいか（企業名等）。 

NG。 

例えば「所属団体」部分を企業名等にした場

合、「スポンサー」部分に企業ロゴを使用する

など、別な表記とするのはよい。 

（「所属団体」部分を「XX 社」とし、「スポンサ

ー」部分を「XX サービス社」などとするのも問

題ない。） 

 

5. 陸上競技チームそのものを会社組織化等した

うえで、さらに支援いただいている企業・団体

名を冒頭などにつけて日本陸連登録/実業団

登録（企業チーム）したい（「○○社 XX ク

ラブ」など）。この場合、「○○」を「所属団

体」部分に表記してもよいか。 

NG。 

「1」のケースと異なり、「当該企業・団体であ

る」と社会的に認識できる範囲にはあたらな

い。 

 

 

6. スポーツメーカーや衣料品メーカー等がチーム

を保有している場合、「製造会社」部分と「所

属団体」部分または「スポンサー」部分を同じ

表記にしてもよいか。 

NG。  

7. 走者ごとに「製造会社」部分の表記が異なっ

てもよいか（1 区:A 社製、２走区:B 社

製・・・） 

ユニフォームのデザインが統一されてるならば

よい。 

 

8. 走者ごとにウェアの形状が異なっても問題ない

か（1 区:ランパンランシャツ、2 区:セパレ

ート、３区:ブルマー、４区:タイツ・・・） 

ユニフォームのデザインが統一されてるならば

問題ない。 

 

9. 各走者の「所属団体」部分は統一し、そのう

えで、「スポンサー」部分は走者毎に違ってもよ

いか。 

（「所属団体」部分は「○○」で統一し、「ス

ポンサー」部分は１走区:XX、2 区:YY

等） 

よい。ただし「スポンサー」部分の表記について

は、同一企業グループ内の企業名やサービス

名、商品名等に限る。 

 

 

以 上 



【別紙】 

 

所属連盟事務局経由 

第 66 回ニューイヤー駅伝大会事務局 御中 

2021 年 月 日 

 

 

応援自粛協力の同意書 
 

 

 

出場チーム                              

 

企 業 名                              

 

責 任 者                              

 

所属部門                               

 

当日連絡先（携帯電話）                        

 

大会前後連絡先（職場）                        

 

メールアドレス                            

 

 

新型コロナウイルスの感染予防のため、 

大会主催者が求める、現地での「応援自粛」協力要請の趣旨に同意し、 

開催地の地域住民の皆さんが不安を感じることがないよう、 

現地での応援を自粛し、安全・安心の大会運営に協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


