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2022 年８月 18 日 

 

プリンセス駅伝 in 宗像・福津 

第８回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会 要項 

 
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。 

＊開催地の福岡県、宗像市、福津市や出場チームの各活動拠点等での新型コロナ感染症の

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。 

＊大会運営・競技運営にかかわる新型コロナ感染予防対応策は別途定める。 

＊沿道での応援・観戦については、新型コロナ感染症対策の順守を前提に解禁する。本要

項【別紙１】の「応援計画書」を 10 月 14 日（金）までに、所属する各連盟事務局に提

出すること。計画内容に大きな変更が生じた場合は連絡すること。 

ただし、今後の新型コロナ感染症の推移を注視し、自粛をお願いせざるを得ない場合は

10 月中旬までに結論を出す。新たな変異株や派生型が出現する可能性など、新型コロナ

の今後はまだ楽観できない。応援自粛をお願いする場合、その判断がなされた時点で出

場チームには【別紙２】「応援自粛協力の同意書」の提出を求める。 

＊本予選会からクイーンズ駅伝への出場資格は、今大会から２チーム増の 16 チームとする。

ただし、今後の新型コロナの感染状況とクイーンズ駅伝開催地の宮城県等の関係機関の

意向しだいでは、例年と同じ 14 チームとする場合もある。遅くとも、プリンセス駅伝１

か月前（９月 23 日に日本実業団陸上競技連合の理事会を開催）までに判断し、当連合ホ

ームページ等で告知する。 

＊台風、Jアラート発出等の不可抗力によって大会を中止とする場合、代替の記録会を、

10 月 30 日（日）に福岡市・博多の森陸上競技場にて開催する。詳細は別途広報する。 

（駅伝区割り相当の距離によるトラック長距離種目６レースの合計タイムで順位決定） 

 

 

 

【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 ＲＫＢ毎日放送 

後  援 宗像市 福津市 宗像市教育委員会 福津市教育委員会 スポーツニッポン新聞社 

運営協力 福岡陸上競技協会 

 

 

 

１．期   日  2022 年 10 月 23 日(日)  12 時 10 分スタート 

（ＴＢＳ系全国ネット放送時間 11 時 50 分～14 時 54 分） 

 

２．コ ー ス  宗像市～福津市～宗像市(６区間 42.195km) 

          

３．区   間  第１区 宗像ユリックス・・・・・・宗像大社          7.0 ㎞ 

         第２区 宗像大社・・・・・・・・・勝浦浜         3.6 ㎞ 

         第３区 勝浦浜・・・・・・・・・・宮地浜              10.7 ㎞ 

         第４区 宮地浜・・・・・・・・・・福津市複合文化センター 3.8 ㎞ 

         第５区 福津市複合文化センター・・宗像大社        10.4 ㎞ 

           第６区  宗像大社・・・・・ ・・・ 宗像ユリックス     6.695 ㎞ 
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４．参加資格  (1) 2022 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女子競技者により編成

されたチームであること。ただし、競技者は出場チームにおける 9 月６日ま

での登録者に限ることとする。 

※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、労働契約を締結し地域連盟に登録申請した日以降、日本

国内に滞在した日数が、初年度登録者と移籍者においては１８０暦日以上、

次の年度からは１２０暦日以上が必要である。 

          ただし今年度、学校教育法第 1条に定める学校を卒業し、引き続き採用され

た競技者については１２０暦日以上が必要となる。 
 

５．チーム編成  編成は監督１名、競技者 10名、計 11 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。 

   

６．競 技 規 程   (1)本大会は 2022 年度日本陸上競技連盟競技規則及び駅伝競走規準、本大会規定に

より行う。 

(2)競走には連絡車（監督）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 4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。 

 

７． 参 加 料  １チーム 30,000 円とする。 

 

８．表   彰   (1)優勝～第 8位までに賞状を授与する。 

         (2)区間優勝者には区間賞を授与する。 

        ※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえて、表彰式は簡素化して実施する。 
 

９．本 大 会  上位成績 16 チームに第 42回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会への出場資格を与

える。 

 

10．申 込 方 法 (1)申込方法について  

①エントリーは、8月 19 日(金)9 時より 9月７日(水)17 時までに、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。 

 別紙の「エントリー注意事項」を確認の上でエントリー入力 

※連合ＨＰの競技会スケジュール「第８回プリンセス駅伝 in 宗像・福津」から    

エントリーすることもできる。 

連合ＨＰ→http://www.jita-trackfield.jp/ 

【東日本】 https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/326 

【中 部】 https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/327 

【北 陸】 https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/328 

【関 西】 https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/329 

【中 国】 https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/330 

【九 州】 https://m4.members-support.jp/JITA/Entries/add/331 

(2)参加料については、エントリー申し込み後、速やかに下記（4）に記載する所

属連盟の指定口座に振り込むこと。 

(3)新型コロナ感染症が再拡大局面となって応援自粛となる場合は、企業・支援団

体等による現地での「応援自粛協力の同意書」を提出（当連合ホームページに

案内を掲出）。「同意書」は、企業内で陸上競技部を管理する担当部署の責任

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。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。 

・連合ホームページＵＲＬ： http://www.jita-trackfield.jp/ 
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11. 参加料振込先及び提出書類送付先  

 （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 普通預金口座 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） 

       〒448-8671 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ポート 

イベント部内 

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

 

 （北 陸） 福井銀行 さくら通り支店 普通預金口座 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 株式会社ユティック 

       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 広島県広島市中区小網町 6-12 株式会社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 普通預金口座 1268644 

       九州実業団陸上競技連盟 事務局長  西野
に し の

 昭博
あきひろ

（℡: 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 

 

12．監督会議  2022 年 10 月 22 日（土）13 時 30 分  宗像ユリックス イベントホール 

                           〒811-3437 宗像市久原 400 

         ＊新型コロナ感染症対策の「３密防止」のため、各チームの出席者は 1 名とす

る。 

＊監督会議に出席しないチームは棄権とみなす。 

 

13．表 彰 式 感染症拡大防止の観点を踏まえて、簡素化して実施する。 

 

14．記 者 会 見 (1)大会前日 10月 22 日（土）、監督会議に引き続いて全日記者会見を実施する。 

         主催者が出席を要請する競技者は、共催の毎日新聞社、ＴＢＳテレビ、ＲＫＢ毎日 

放送と事前に協議のうえ選考し、出席を依頼する。詳細は別途案内する。 

        (2)レース終了後、１～３位チームの記者会見を、宗像ユリックス ハーモニーホー

ルにて実施する。該当するチームは係員の案内に従って、会見場に集まること。 

 

15．注意事項 (1)出場競技者の区間最終エントリーは、10月 22 日(土)12 時 00 分までに宗像ユリッ

クス２階の大会事務局の Fax 0940-37-0301 へ送信、または直接持参すること。 

なお、Fax 送信の場合は、電話 0940-37-0300 にて着信確認のこと。 

(2)監督会議以降の競技者の変更は 10月 23日(日)８時までに審判長に届け出て許可を             

得た者のみ認める。 
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(3)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。 

      (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な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。 

 

16.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)出場チームは、大会前１週間（10月 16 日から）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。なお、大会終了後も１週間（10 月 30 日まで）の

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。 

  出場チーム以外の大会関係者は、同様の期間、体調管理チェックシートを記入のう

え、それぞれ所属団体の方針に応じ、紙ベースでの提出、あるいは Google フォーム

による確認を受けること。 

(３)事前の下見・試走に当たっては、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。 

各自の居住地・勤務先・陸上競技の活動拠点の自治体が、「緊急事態宣言」の発出対

象地域または「まん延防止等重点措置」の適用となった場合、あるいは福岡県が「緊

急事態宣言」の発出対象地域または宗像市、福津市が「まん延防止等重点措置」の

適用となった場合、あるいは、その他の行動制限を求める措置がなされた場合、そ

の期間中の下見・試走は控えること。 

       （４）「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。 

 

 

17．宿   泊 別途、宿泊要項に基づき斡旋する。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

【別紙１】 ※提出期限 10 月 14 日（金） 
 
各所属連盟事務局 
 ⇒⇒ 第８回プリンセス駅伝大会事務局 御中 

2022 年 月 日 
 

応援計画書 
 
 
出場チーム                              
 
企 業 名                              
 
責任者（役職）                            
 
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                            
 
 
応援参加予定者数          名 
 
沿道での配置計画   書式は自由、別紙にまとめて添付してください 
           （配置予定場所と人数など） 
 
福岡県までの往復移動経路                       
（複数個所から来場の                         
場合はそれぞれ記載）                         
                                        

 

福岡県内での宿泊先・宿泊者数                        名 

（複数個所の場合は                             名 

それぞれ記載）                               名 

 

現地での移動手段                                

 

 

【ご協力のお願い】 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイドラインを厳守してください。 

※応援参加希望者は大会１週間前から検温など体調を管理してください。この期間に体温が 37/5 

度以上あった方の来場はお控えください。大会終了後１週間も健康観察を継続願います。 

※基礎疾患のある方の来場はお控えください。 

※応援参加希望者は３回目、うち 60 歳以上の方は４回目のワクチン接種を推奨します。 

※濃厚接触者（疑いを含む）は７日間の待機期間終了後に参加が可能となります。 

（一般的な企業活動における解禁期間とは考え方が異なりますので、ご注意ください） 

※福岡までの往復の交通機関利用時も感染防止に努めてください。 

※上記計画に変更が生じた場合は、提出先の連盟事務局に連絡してください。 
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【別紙２】 

 

（新型コロナウイルス感染症の再拡大局面で行動制限が求められ、 

応援自粛が必要となった場合に提出） 

 
各所属連盟事務局 

 ⇒⇒ 第８回プリンセス駅伝大会事務局 御中 

2022年 月 日 

 

応援自粛協力の同意書 
 

 

出場チーム                              

 

企 業 名                              

 

責任者（役職）                            

 

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拡大防止のため、 

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、 

安全な大会運営に協力します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


