
 

ときめきねんりんピック２０２０第 29 回山形県健康福祉祭  

マスターズ駅伝競走大会・ロードレース大会 

                              

1   期日 ２０２０年５月２日（土） 

2   会場 山形県総合運動公園 特設コ－ス（天童市山王１－１ 電話 023-655-5900) 

3   主催 山形県 山形県社会福祉協議会  

4   共催 天童市 

5   主管 NPO 法人山形マスタ－ズ陸上競技連盟  

6   後援 山形県教育委員会 山形県スポーツ協会 山形県シルバー人材センター連合会 

     各市町村社会福祉協議会 各市町村老人クラブ連合会 山形新聞・山形放送  

朝日新聞山形総局 毎日新聞山形支局 読売新聞東京本社山形支局  

産経新聞社山形支局 河北新報社 共同通信社山形支局 時事通信社山形支局 

荘内日報社 米澤新聞社 NHK 山形放送局 山形テレビ テレビユー山形 

さくらんぼテレビ 株式会社ダイバーシティメディア エフエム山形  

山形コミュニティ放送 ニューメディア 

7   競技種目   

   駅伝の部  

    

 

        補欠は 3 名までとする。 

ロードレースの部 ５Km 

  （駅伝とロードレースの両方に参加することはできるが、駅伝１区とロードレースは 

同時にスタートすることを考慮して参加申し込みをしてください。）  

8   競技クラス  

   駅伝の各区間は年齢・男女を問わない。 

   ロードレースは、本大会当日の満年齢による。競技クラスごとに順位を決める。 

 

 

 

 

 

 

9   参加資格 参加種目の距離を完走できる健康な方。 

10 表彰    

   駅伝の部・・・・・・競技終了後に表彰式を行う。優勝チームに社会福祉協議会会

長杯と賞状、６位まで賞状を授与する。 

             全区間で男女別に区間賞を授与する。 

   ロードレースの部・・表彰式は行わない。参加者全員に記録賞を授与する。 

競技終了後、記録賞ができ次第に各自持ち帰ること。 

11 コース  別図の通りとする。 

12 参加料  駅伝の部・・・・・・・・１チーム ３，０００円 

       ロードレースの部・・・・１人   １，０００円 

13 申込方法  

駅伝の部・・・・・・所定の参加申込書に必要事項を記入し、参加申込〆切日までに、 

大会事務局に必着とする。参加料は、ゆうちょ銀行「払込取扱票」 

で参加申込〆切日までに払い込むこと。 

    ＊選手の変更：申し込み後の区間変更は認めない。ただし、大会当日の監督会議 

において、補欠（３名以内）との入れ替えは認める。 

  ロードレースの部・・ゆうちょ銀行「払込取扱票」に必要事項を記入し、参加申込〆 

切日までに参加料を払い込むことで参加申込完了とする。 

             

M29－(29歳以下) M30(30～34歳） M35(35～39歳) M40(40～44歳）
M45(45～49歳） M50(50～54歳） M55(55～59歳) M60(60～64歳)
M65(65～69歳) M70(70～74歳) M75(75～79歳) M80＋(80歳以上）
W29－(29歳以下) W30(30～34歳） W35(35～39歳) W40(40～44歳）
W45(45～49歳） W50(50～54歳） W55(55～59歳) W60(60～64歳)
W65(65～69歳) W70(70～74歳) W75(75～79歳) W80＋(80歳以上）

男　子

女　子

1区 ２区 ３区 ４区 ５区

5.0Km 2.94Km 2.94Km 2.94Km 4.8Km



 

駅伝の参加料の「払込取扱票」（参加申込書は別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

ロードレースの参加申込及び参加料払込みの「払込取扱票」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  申込〆切 ２０２０年４月１１日（土）＜大会３週間前＞ 

15  受付票  駅伝代表者、ロードレース参加者には大会１週間前までに受付票を送付す

る。大会当日、受付にて受付票を提示して、プログラム・ナンバーカード

を受けとること。 

16  大会当日の日程  

    選手受付     ８：３０～９：３０  

    役員打合せ         ８：３０ 

    監督会議     ９：００ 

    開会式      ９：３０ （場内アナウンスによる）  

駅伝・ロードレーススタート （同時スタート）  １０：００ 

駅伝繰上げ時刻 １１：３０ （繰り上げスタートは第５区のみ行う） 

駅伝終了予定  １２：００ 

    駅伝表彰式   １２：１５ 

17  その他   

（１）競技中の傷害・急病に対して主催は応急処置を行なうがそれ以外は一切の責任を 

負わない。 

（２）主催者側で一日スポ－ツ傷害保険に加入するが，参加者も各自スポ－ツ傷害保険  

に加入することが望ましい。  

（３）いかなる場合でも参加料は返却しない。  

（４）本大会の駅伝・ロードレースに参加した選手から 2020 年全国健康福祉祭  

岐阜大会へ山形県代表として派遣する選手を選考するための参考とする。  

   ただし全国健康福祉祭の参加資格は山形県在住で昭和３６年４月１日以前に生ま  

れた方に限る。参加資格のある方は 2020 年全国健康福祉祭岐阜大会への参加希 

望の有無及びを申込用紙に記入すること。全国健康福祉祭派遣に該当する選手に  

は、後日事務局より連絡し、参加種目等について調整を行なう。  

 （６）本大会で取り扱う個人情報は、山形県の「個人情報保護条例」(H13.4.1)を遵守す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便口座番号：02440-2-22606 払込金額 3,000 円  

加入者名：山形マスタ－ズ陸上競技連盟  

① 2020 年山形県健康福祉祭駅伝大会参加料 

② チーム名（ﾌﾘｶﾞﾅ）③代表者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

③ 代表者の郵便番号、住所 

④ 代表者の電話番号 

問い合わせ先 

         〒990-2321  山形市桜田西２－８－３１   

山形マスターズ陸上競技連盟事務局  岡田 剛 

         TEL 023-641-3685   FAX 023-612-7121   

E-mail   yamagata-masters@amail.plala.or.jp 

     HP 山形マスターズ陸上競技連盟  で検索してください。 

郵便口座番号：02440-2-22606 払込金額 1,000 円  

加入者名：山形マスタ－ズ陸上競技連盟  

① 2020 年山形県健康福祉祭ロードレース参加料 

② 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）男・女 ③大会当日の年齢・クラス 

④ 郵便番号、住所 

⑤ 電話番号 

⑥ 全国健康福祉祭参加希望（有・無）希望種目（３Km、５Km,９Km） 



 

＜参考＞   2020 年 第 33 回全国健康福祉祭岐阜大会の概要  

  日 時   2020 年 10 月 31 日（土）～11 月 3 日（火） 

  場 所 岐阜県 

  種目及年齢区分 

参加者の年齢は、60 歳以上（昭和 36 年 4 月 1 日以前に生まれた人）  

 

 

 

      

 

参加人数  ３Km,5Km,10Km 各２名以内、計 6 名以内。  

補助金   参加者には山形県から補助金（交通費・宿泊費の 3 割程度）が支

給される。   

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵送または FAX で４月１１日（土）必着で送ってください。 

 

〒990-2321 山形市桜田西２－８－３１ 山形マスターズ陸上競技連盟事務局宛 

FAX ０２３－６１２－７１２１   

男 女 男 女

　３Km 〇 〇 〇 〇

　５Km 〇 〇 〇 〇
１０Km 〇 〇 〇 〇

コース
70歳未満 70歳以上

氏　　名 フリガナ 男・女 大会当日の年齢

１区 ５．００Km 男・女 有・無

２区 ２．９４Km 男・女 有・無

３区 ２．９４Km 男・女 有・無

４区 ２．９４Km 男・女 有・無

５区 ４．８０Km 男・女 有・無

男・女 有・無

男・女 有・無

男・女 有・無

全国健康
福祉祭

参加希望
有無

希望種目
3Km
5Km
10Km

大会事務局欄

代表者〒　　-　　　　　住所

参　加　申　込　書

２０２０年　第２９回山形県健康福祉祭ねんりんピック駅伝競走大会

（2020年５月２日・NDソフトスタジアム・特設コース）

代表者名

チー名

補　　欠

補　　欠

補　　欠

代表者電話番号（携帯）

区間・距離


