
出場校　各位

「第１８回西日本中学駅伝競走大会」に申込いただき、ありがとうございます。

おかげさまで、回数を重ねるたびに盛況となっております。貴校のご健闘を祈念いたします。

大牟田陸上競技協会HP http://rikujyou2019.sakura.ne.jp/

1 オーダーの提出 ２月５日（土）　１２：００まで Eメール、郵送またはFAX

Eメール　npoomutataikyo@sports.omuta.fukuoka.jp

〒836-0861 大牟田市宝坂町2－86　大牟田市民体育館内

「西日本中学駅伝競走」実行委員会事務局

TEL/FAX　０９４４－５７－４００２

2 学校受付 ２月６日（日）　８：００～８：４０ イオンモール正面エントランス前

　 　 ＊選手変更受付も同時に行う（区間の変更はできません）

新型コロナウイルス感染予防対策で蜜を避けるため1人でお願いします。

3 監督会議 新型コロナウイルス感染予防対策で蜜を避けるため行いません。

連絡事項は、受付の際お渡しします。

4 開会式 ２月６日（日）　９：００～ イオンモール正面エントランス前

新型コロナウイルス感染予防対策で簡易的に行います。

5 選手搬送 開会式終了後、選手搬送を開始します。

6 閉会式・表彰式 ２月６日（日）　１４：００～ イオンモール正面エントランス前

新型コロナウイルス感染予防対策で簡易的に行います。

・ 監督車 前回大会から、監督車を廃止しています。

・ 衣類搬送 主催者での衣類搬送は行っていません。

・ 付添者 ２チーム出場のチームは、選手搬送の関係上、1名以下でお願いします。

・ 試走(ｲｵﾝﾓｰﾙ内) 事前の試走は、営業に支障があるため絶対におやめ下さい。

・ 待機場所 イオンモール駐車場の指定の場所のみです。

・ 旗の設置 イオンモール内での旗等の設置は、絶対におやめ下さい。

・ 駐車票 当日、イオンモールに入る駅伝関係車両はすべて、許可証をﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞに

掲示のうえ、指定の場所に駐車してください。

駐車許可証は、A４版の用紙に必要数、作成して下さい。

・ 早朝のトイレ イオンのご厚意で、正面エントランスから入ったトイレを８：００～８：５０の間

使用できます。

食品ブース(沿岸道路側)９：００～、全館１０：００～をご利用ください。

アリアケｺｰﾄ(帝京大学側)外側の１箇所は、７：００から開いています。

注意：やむを得ず欠場の場合は、必ず事務局にご連絡ください。 ０９４４－５７－４００２

　　 　  降雪などで中止の場合は、大牟田陸協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載します。

大会当日の連絡は、「岩崎政治」までお願いします。 ０９０－５４８７－５２１０

西日本中学駅伝事務局

「出場チームへの連絡」を　大牟田市陸協のホームページから必ずダウンロードしてご確認下さい。









〈女子〉

○スタート ｲｵﾝﾓｰﾙ内
更衣室
控え所

トイレ
アップ イオンモール駐車場指定場所
第1ｺｰﾙ ９：２０～９：３０　スタート地点
最終ｺｰﾙ １０：４５　完了
スタート １１：００

○第1中継所 西浜田町 更衣室 中友小学校
控え所 中友小学校　体育館
トイレ 中友小学校

中継所へ移動後は、中友公園
アップ 中友小学校
第1ｺｰﾙ ９：１０～ 輸送バス発着所
最終ｺｰﾙ １０：５４　完了
通過予定 １１：０９

○第２中継所 ｵｰﾄｻﾙｰﾝ羽山東 ＊折り返し後、中継

更衣室 TAX駐車場付近　テント
控え室
トイレ
アップ TAX駐車場付近　路地

現地で連絡します
第1ｺｰﾙ ９：２０～ 輸送バス発着所
最終ｺｰﾙ １１：０３　完了
通過予定 １１：１８

各チームの控え所
ｲｵﾝﾓｰﾙ内詳細図参照
各ﾁｰﾑで指定場所で準備
イオンモール内

TAX駐車場内　テント
TAX駐車場付近　簡易トイレ

ポイント図

折り返し地点



○折返し地点 ナフコ前 通過予定 １１：１７

○第３中継所 中友小学校西門
更衣室 中友小学校　体育館
控え室
トイレ
アップ
第1ｺｰﾙ ９：２５～ 輸送バス発着所
最終ｺｰﾙ １１：１０　完了
通過予定 １１：２５

○第４中継所 諏訪公園東側
更衣室 諏訪公園内　控えテント
控え室
トイレ

現地で案内します
アップ
第1ｺｰﾙ １０：００～１０：１０　諏訪公園

（現地集合、バス輸送なし）
最終ｺｰﾙ １１：１９　完了
通過予定 １１：３４
＊旧堤防道路は通常は歩行者道です。
　　当日は、進入禁止ポールを外します。

○フィニッシュ イオンモール正面エントランス前
ﾌｨﾆｯｼｭ予定 １１：４１

中友小学校　体育館
中友小学校
中友小学校　運動場

諏訪公園内　テント
諏訪公園内

諏訪公園内

ポイント図

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ



〈男子〉

○スタート ｲｵﾝﾓｰﾙ内 更衣室
控え所

トイレ
アップ イオンモール駐車場指定場所
第1ｺｰﾙ １０：００～１０：１０　スタート地点
最終ｺｰﾙ １１：４５　完了
スタート １２：００

○第1中継所 西浜田町
更衣室 中友小学校
控え所 中友小学校　体育館
トイレ 中友小学校

中継所へ移動後は、中友公園
アップ 中友小学校
第1ｺｰﾙ ９：４０～ 輸送バス発着所
最終ｺｰﾙ １１：５７　完了
通過予定 １２：１２

○第２中継所 ｵｰﾄｻﾙｰﾝ羽山前
更衣室 TAX駐車場付近　更衣テント
控え室
トイレ

中継所へ移動後は、ナフコ
アップ

現地で連絡します
第1ｺｰﾙ ９：５０～ 輸送バス発着所
最終ｺｰﾙ １２：０４　完了
通過予定 １２：１９

○折返し地点 旧大牟田北高入口信号（信号に名称の表示はない）

通過予定 １２：２５

○第３中継所 ｵｰﾄｻﾙｰﾝ羽山東
更衣室 TAX駐車場付近　更衣テント
控え室

TAX駐車場付近　路地

TAX駐車場内　テント

各チームの控え所
ｲｵﾝﾓｰﾙ内詳細図参照
各ﾁｰﾑで指定場所で準備
イオンモール内

TAX駐車場内　テント
TAX駐車場付近　簡易トイレ

ポイント図



トイレ
アップ

現地で連絡します
第1ｺｰﾙ １０：００～ 輸送バス発着所
最終ｺｰﾙ １２：１６　完了
通過予定 １２：３１

○第４中継所 中友小学校西門
更衣室 中友小学校　体育館
控え室
トイレ
アップ
第1ｺｰﾙ １０：１０～ 輸送バス発着所
最終ｺｰﾙ １２：２３　完了
通過予定 １２：３８

○フィニッシュ イオンモール正面エントランス前

ﾌｨﾆｯｼｭ予定 １２：４７

中友小学校　運動場

TAX駐車場付近　簡易トイレ
TAX駐車場付近　路地

中友小学校　体育館
中友小学校



新型コロナウイルス感染予防対策のため補助員は衣類には触れません。

1 荷物の運搬について

① 競技者の荷物は、全区間、主催者での搬送は行いません。

「選手・付添」で搬送していただきます。詳しくは以下の要領です。

＜衣類等搬送方法＞

１．各チームで準備した、「衣類袋」を使用する。主催者では「衣類袋」を準備しません。

２．例えば、1区の選手は、2区の選手または付添に走り終えたあとに着る衣類を渡しておく。

　　2区の選手または付添は、1区の選手の衣類を中継所まで持っていく。

　　1区の選手は走り終えたら、あらかじめ渡しておいた衣類を着て、2区の選手が脱いでいった

　　衣類を持ち帰る。

　　選手は、走る前と走り終えてから着る衣類の２種類を準備することになります。

　　中継所での衣類を置く場所は、各中中継所で連絡します。

　　5区の選手は、各チームで設営する待機場所で走破後着用する衣類を管理してください。

② 付き添いがついていないチームは、補助員が荷物の世話をします。

2 その他

① タスキは、必ず、主催者の準備したものを使って下さい。

終了後は必ず、入っていたビニール袋に入れて返却してください。

② 早朝のトイレは、イオン本館の一部(８：００～８：５０のみ)をご利用下さい、

９：００からイオン食品売り場、１０：００からはイオン全館。

③ のぼりや横断幕は、交通車両・走者の妨げにならないようにして下さい。

イオンモール内には絶対に設置しないで下さい。

④ スタート・フィニッシュ・中継所には、立ち入り禁止区域を設けます。

（監督・コーチ・付き添いを除く、IDカードを首から提げて下さい）

終了後は必ず、入っていたビニール袋に入れて返却してください。

①詳細図中の「選手控え」場所をご使用下さい。

②テントを張る場合は、強風も考えられるので、風対策を施してください。

③隣のチームとのソーシャルディスタンスを確保してください。

　 軒下の待機場所については、養生テープでソーシャルディスタンスを確保しています。

①詳細図中の「駅伝関係駐車場」にお願いします。

   その際、必ず「駐車許可証」ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞに掲示してください。

   不足する場合は、各チームで同色で複製してください。

②バスは「ﾊﾞｽ駐車場」に駐車してください。。

③選手を下ろすときは、路線ﾊﾞｽの駐車場の北側２つを使ってください。(ｲｵﾝﾓｰﾙ内詳細図参照)

　　厳守してください。

◎ オーダー表提出について

オーダー表は、前日５日（土）１２：００までに　FAXまたは郵送で提出して下さい。

FAX　０９４４－５７－４００２（西日本中学駅伝　事務局）　欠場の場合、その旨を必ず連絡して下さい。

◎ 選手の変更について

選手の変更は、当日６日（日）８：４０までに行って下さい。

当日は補欠との交代は可能ですが、区間の変更は認めません。

◎ 大会当日の本部連絡先 岩崎政治　０９０－５４８７－５２１０

衣類等搬送、その他

イオンモール内の待機場所について

駐車場について

競技注意事項



輸送バスは、その都度感染症対策を行います。マスク着用、会話をしないことを厳守してください。

1 選手搬送 下表参照
① 競技者・付添の配置・収容には、必ず、主催者の用意するマイクロバスを利用して下さい。

各ﾁｰﾑでの輸送は、行わないで下さい。（マイクロバス９台で運行します）
② バスへの乗車は、『選手』１名、『付き添い』１名の合計２名とします。

※男子1区と女子1区及び5区の『選手』『付き添い』の搬送は行ないません。
※男子5区と女子4区及び5区の『選手』、5区の『付き添い』の収容は行ないません。

2 第１コール 下表参照
① 第１コールは、輸送ﾊﾞｽ乗車時に行います。

輸送ﾊﾞｽ発着場所で行います。（ｲｵﾝﾓｰﾙ詳細を参照)
※男女の第１区はスタート地点、女子の第５区は第４中継所(別紙案内参照)で行います。

② ﾊﾞｽでの輸送がない区間は、下表に指定の時間に行います。
場所は、スタート位置、もしくは中継位置付近です。

3 最終コール
最終コールは、先頭通過予定時刻の１５分前完了です。（ｽﾀｰﾄ地点、中継所で）
各中継所で、場所などを確認します。

距離
第1ｺｰﾙ
開始

バス発着
予定時刻

乗車バス
№

先頭通過
予定時刻

バス収容
予定時刻

乗車バス
№

2.8km
9:20～30
(最終ｺｰﾙ)
10:30-45

なし なし
11:00
ｽﾀｰﾄ

11:20
(第1中継所)

5～8号車

2.4km
9:10

開会式後可
9:20発
9:30着

1～4号車 11:09
1区選手/2区付添
11:20
（第1中継所）

5～8号車

2.0km
9:20

開会式後可
9:25発
9:40着

5～8号車 11:18
2区選手/3区付添
11:25
（第2中継所）

9～12号車

2.5km 9:25
9:35発
9:45着

9～12号車 11:25
3区選手/4区付添
11:35
（第3中継所）

1～4号車

2.3km
10:00
～

10:10
なし なし 11:34

4区選手
5区付添なし

なし

11:41
ﾌｨﾆｯｼｭ

距離
第1ｺｰﾙ
開始

バス発着
予定時刻

乗車バス
№

先頭通過
予定時刻

バス収容
予定時刻

乗車バス
№

3.9km
10:00～10
(最終ｺｰﾙ)
11:30-45

なし なし
12:00
ｽﾀｰﾄ

2.3km 9:40
9:50発
10:00着

1～4号車 12:12
1区選手/2区付添
12:25
（第2中継所）

5～8号車

3.9km 9:50
10:00発
10:15着

5～8号車 12:19
2区選手/3区付添
12:30
（第2中継所）

9～12号車

2.0km 10:00
10:10発
10:25着

9～12号車 12:31
3区選手/4区付添
12:40
（第3中継所）

1～4号車

2.9km 10:10
10:20発
10:25着

1～4号車 12:38
4区選手/5区付添
12:55
（第4中継所）

5～8号車

12:47
ﾌｨﾆｯｼｭ

フィニッシュ
イオンモール

区　間

第3区（第2中継所）
ｵｰﾄｻﾙｰﾝ羽山前

第4区（第3中継所）
ｵｰﾄｻﾙｰﾝ羽山東

第1区（スタート）
イオンモール

第2区（第1中継所）
浜田町

男
子
の
部

女
子
の
部

区　間

第1区（スタート）
イオンモール

第2区（第1中継所）
浜田町

第3区（第2中継所）
ｵｰﾄｻﾙｰﾝ羽山東

第4区（第3中継所）
中友小前

第5区（第4中継所）
諏訪公園東

第5区（第4中継所）
中友小前

フィニッシュ
イオンモール

第１ｺｰﾙ、最終ｺｰﾙ、選手輸送(選手、付添)



イオンモール北側壁面の待機場所について
①ピンクの養生テープの内側のみです。イオンのお客様の通路を確保します。養生テープの内側以外は、絶対に禁止です。

②当日、７：0０以降で場所取りをしてください。前日からはできません。粘着テープは貼らないでください(ピンク以外の養生テープのみ)。

③建物のガラスを破損したり傷をつけた場合は、当該チームで弁償していただきます。

④コロナ感染症対策を厳守ください。マスク着用、蜜を避ける、大声での会話をしない。







イオンモール開店前のトイレについて
時刻により使えるトイレが変わってきます。ご確認ください。

　　①６：００～１０：００　外部トイレ



　　②８：００～８：５０　館内トイレ

　　③９：００～　館内東側（沿岸道路側）食品ブーストイレが使えます。

　　④１０：００～　館内全トイレが使用できます。



試走時の注意

・イオンモール内の試走は、一切できません。イオンの営業に支障をきたすうえに危険です。
・諏訪公園の駐車場は、下図のとおりです。
・イオンモールへの駐車は構いません。
・交通ルールを守って試走をして下さい。

乗用車



女子第４中継所への移動について

輸送バスによる選手及び付き添いの搬送はありませんので、下の地図の矢印に従って
各自で移動して下さい。

距離は、開会式会場から400mほどです。

第1コール、最終コールともに中継地点で行います。

走り終えた第４走者も各自でイオンモールまで戻ってください。





＜貸し切りバス　進入路＞ 詳細図

バス

大型バス降車場

このバス停は使用不可
厳守してください

早朝トイレ、1箇所のみ７：００〜

駅伝関係駐車

場

駅伝関係駐車場

駅伝関

係駐車

場

駅伝関係駐車場ｳｫｰﾐﾝｸﾞ

ｱｯﾌﾟｴﾘｱ



 

 

 

第 1８回西日本中学駅伝競走大会 
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所属  

PARKING ZONE 


