
第 47 回男子 第 38 回女子 国頭地区中学校駅伝競走大会実施細案  

 

１．期 日  令和 4 年 10 月 29 日（土） 

２．日 程   

  □ 開会式  ・時 間 8：15 ～ （ 集合時間 8：00 ） 

        ・場 所  今帰仁村運動公園（ ホッケ－場 ） 

  □ 競技者配置のための集合場所及び輸送計画 

    ○集合場所   今帰仁村営野球場横駐車場 

     ○競技者の配置収容は必要区間、大会本部で行う。 
配置必要区間（男子 2 区、4 区、6 区 女子 3 区、5 区） 
収容必要区間（男子 1 区、3 区、5 区 女子 2 区、4 区） 
※上記区間以外の区間は徒歩で移動 

    ○競技者係（付き添い）は今大会は配置しない。各学校の選手の荷物は各学校 
の走り終わった選手で回収するように事前に指導してください。 

    ○各チ－ムによる競技者配置・収容は認めない。 

【女子の部】  1 号車：名護㍃ 2 号車：羽地㍃ 3 号車：今帰仁㍃ 4 号車：大宮㍃ 

区 間 競技者配置 最終点呼 
時 刻 

先頭通過 
予定時刻 

収容予定 
時 刻 乗車点呼時刻 配置開始時刻 

第１区   
９：４５ １０：００  

第２区   ９：５５ １０：１０ １０：３７ 
1・2 号車 

第３区 ８：２０ 
1・2 号車 

８：３０ １０：００ １０：１７  

第４区   １０：１０ １０：２４ １０：５１ 
3・4 号車 

第５区 ８：３０ 
3・4 号車 

８：４０ １０：１５ １０：３１  

【男子の部】1 号車：名護㍃ 2 号車：羽地㍃ 3 号車：今帰仁㍃ 4 号車：大宮㍃ 5 号車：屋部㍃ 6 号車：金武㍃ 

区 間 競技者配置 最終点呼 
時 刻 

先頭通過 
予定時刻 

収容予定 
時 刻 乗車点呼時刻 配置開始時刻 

第１区   １０：５５ １１：１０ １１：４５ 
5・6 号車 

第２区 ９：２５ 
1・2 号車 

９：３５ １１：１０ １１：２２  

第３区   １１：１５ １１：３１ １２：００ 
1・2 号車 

第４区 ９：３０ 
3・4 号車 

９：４０ １１：２５ １１：４０  
 

第５区   １１：３５ １１：５０ １２：２０ 
3・4 号車 

第６区 ９：３５ 
5・6 号車 

９：４５ １１：４５ １２：００  

●収容の時刻については、多少のずれがあるので、中継所で待機すること 
●乗車点呼時刻は点呼終了の時刻なので間違えないこと（１０分前から点呼開始） 

1号車 名護 平良栄輝 4 号車 大宮 岸本圭祐 雨天用 本部 国頭 

2号車 羽地 比嘉利典 5 号車 屋部 玉城光一朗 雨天用 大宜味 東江 

3号車 今帰仁 小橋川仁 6 号車 金武 勢理客一誠 雨天用 久辺 宜野座 

 

バスの消毒や 
マスク着用に 
協力お願いします 



 
（２）競技時間 

   ○女子の部スタ－ト 10：00  終了 11：00 
   ○男子の部スタ－ト 11：10  終了 12：30 
 （３）閉会式 
   ○時 間 13：00～  （集合時間 12：45） 
   ○場 所 今帰仁村運動公園 ホッケ－場（雨天時は今帰仁村営体育館） 
３．区間数及び距離 

〇女子の部 今帰仁村運動公園スタ－ト・ゴ－ル 今帰仁村運天折り返し 
5 区間（ 3ｋ－2ｋ－2ｋ－2ｋ－3ｋ ）12ｋｍ 

   〇男子の部 今帰仁村運動公園スタ－ト・ゴ－ル 今帰仁村漁港折り返し 
    6 区間（ 4ｋ－3ｋ－3ｋ－3ｋ－3ｋ－4ｋ ）20ｋｍ 
４．区間距離・中継点・最終点呼及び先頭通過予定時刻 

【 女 子 】 

区間（距離） 中 継 点 最終点呼時刻 先頭通過予定  

第１区（３ｋｍ） 今帰仁村運動公園ロータリー ９：４５ １０：００ 

第２区（２ｋｍ） 今帰仁村運動公園外Ａ中継所 ９：５５ １０：１０ 

第３区（２ｋｍ） 今帰仁村運天 Ｂ中継所 １０：００ １０：１７ 

第４区（２ｋｍ） 今帰仁村運動公園外Ａ中継所 １０：１０ １０：２４ 

第５区（３ｋｍ） 今帰仁村運天 Ｂ中継所 １０：１５ １０：３１ 

ゴール 今帰仁村運動公園ロータリー 先頭１０：４３  最後１１：００ 

  【 男 子 】 

 区間（距離）       中 継 点  最終点呼時刻  先頭通過予定  

 第１区（４ｋｍ） 今帰仁村運動公園ロータリー 
１０：５５ １１：１０ 

 第２区（３ｋｍ） 今帰仁村漁港 Ｃ中継所 
１１：１０ １１：２２ 

 第３区（３ｋｍ） 今帰仁村運動公園外Ａ中継所 
１１：１５ １１：３１ 

 第４区（３ｋｍ） 今帰仁村漁港 Ｃ中継所 
１１：２５ １１：４０ 

 第５区（３ｋｍ） 今帰仁村運動公園外Ａ中継所 
１１：３５ １１：５０ 

 第６区（４ｋｍ） 今帰仁村漁港 Ｃ中継所 
１１：４５ １２：００ 

   ゴール 今帰仁村運動公園ロータリー  先頭１２：１６  最後１２：３０ 

５．競技者の荷物について 

 （１）各校競技者付き添い係は今大会は配置しません。 

    走り終えた各チームの競技者で荷物の回収をする指導をお願いします。 

  （２）各チームの車による運搬は絶対にしないこと。 

６．応援について 

 （１）各チームの保護者等関係者の車による移動はしないこと。 

 （２）監督車は用意しない。 


