6.競 技 について
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最終点呼

(1)選 手 はいかなる場合で も、 コー ン・ ロー プ

先頭到着予想時刻

等 で区画された走路か らはみ出 して走 っては
ならない。
第 2区 走者
また、走路監察員 の指示 がある場合は、そ
第 3区 走者
れに従 うこと。
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第 4区 走者
大会当日チー
(2)「 タスキ」は大会本部で準備 し、
(ゴ ー ル )
ム受付時 にチーム代表 に渡す。
(3)競 技 中「 タスキ」 は肩 か ら斜 め下へ か けて
走 るもの とし、肩にかけない者 は失格 の対象 となる。ただし、中継所 の前後 は手に持って走って
も良い。
(4)「 タスキ」 の引 き継 ぎは、中継線か ら前方 20mの 引 き継 ぎゾー ンで行 い、手か ら手へ確実 に受
け渡 しをすること。
(5)「 タスキ」 を引 き継 ぐ選手 は、競技時間帯 になれば競技服装 にな り、 自分 のチ ームの選手が近
づいた ことを知 らされた ら、ただちに中継点に位置す ること。
(6)中 継所 において「 タスキ」 を渡 し終 わった選手はすみやかに走路外へ 出ること。
(7)選 手が途中で競技を続行できない状態になったとき、又は競技 を中止させ られた場合、当該チー
ムは失格 とし、その区間の競技は無効 とす る。 この場合、そのチームは審判長の指示 に従 い、次
区間走者か ら再び競技 を続行することが出来る。また、無効 になった区間以外 の記録 は認め られ
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(8)「 駅伝 コース図」 のとお り距離表示 を設置す る。
(9)繰 り上 げスター トについて
(ア )競 技運営 の都合 上、繰 り上げスター トさせる こ とがある。その実施 については審判長 と日
本マスターズ陸上競技委員長 と協議 して決定する。
(イ )繰 り上げスター トは、残 リチ ームの選手全員 の一斉 スター トとす る。その走者 は「別色 タ
スキ」 とす る。
ロー ドの部】のスター トの要領は次のとお りとする。
(10)第 1区走者および 【
ロー ドの部】 はマスターズロー ドレース選
スター ト時の並び順は、監督会議で抽選 とする。 【
手を前列に配し、各選手の並び順についてはプログラム順 とする。
(ア )ス ター ト10分前、5分 前にアナウンスをする。
役員の指示に従 ってスター トラインにつ く。
(イ )ス ター ト3分 前のアナウンスで競技服装 になり、
「30秒 前」のアナウンスを行 う。
、
(ウ )「 スター ト1分 前」
(工 )次 に「10秒 前」のアナウ ンスに合わせてスター ターが「位置について」を指示する。
(オ )ビ ス トルの合図で ス ター トす る。
7.付 き添 い 。伴走 について
競技運営 上、 コー スでの 伴走行為 は一切禁止す る。中継 所 にお いて は、選手 の 衣服 の受 け取 りの
み とす る。
8.そ の他
後 の処置 は各チ ームで責任 を持 つ こ と.
(1)レ ース 中 の事故・傷書 は応急処置のみ主催者 で行 うので 、
(2)選 手 は事前 に健康診断 を受 ける等、 自己の健康管理 には充分留 意 の上 参加す ること。 また当 日
体調が悪 い場 合 は参加 を見合わせ る こ と。
(3)選 手 の荷物 の管理 は各チ ームで責任 を持つ こと。
(4)総 合記録表 は、閉会式 にお いてチーム代表者 に渡す予定 としてい るが、間に合 わない場合 は後
日郵送す る。
(5)区 間賞が同記録 の場合 は生年 月日が早 い選手 に贈 る。
(6)陸 上競技場 内の私的なテ ン トの設置 は禁止す る。
(7)応 援者 のテ ン ト設置場所 は陸上競技 場応援 ス タ ン ド、 または コース外周辺 とす る。
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