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発 信 日 

令和４年11月21日 

１ 件 名 市制施行記念第69回あつぎ駅伝競走大会 

２ 主 催 厚木市・厚木市教育委員会 

３ 日 時 令和５年１月29日(日) 

４ 
場 所 

（住所） 
荻野運動公園を発着点とする周辺道路 

５ 目 的 
スポーツ活動に対する関心を高めていただくとともに、スポー

ツ交流の促進と競技力の向上を図ることを目的とします。 

６ 概 要 

【スタート】 

 午前10時 

※開閉会式は実施しません 

【部  門】 

地区対抗＝６区間 21.5キロ 

高等学校、一般の部＝５区間 22.0キロ 

【表  彰】 

各部門１位から３位まで 

※各部門とも区間最高記録者に区間賞 

※表彰式は競技終了後行います 

７ 

ＰＲしたい

内容、セール

スポイント、

前回との違

い等 

全３部門のチームが荻野運動公園を一斉にスタートし、新春の

厚木路で健脚を競い、各部門の頂点を目指します。 

 

参加チーム数(令和元年度)   34チーム 

【内訳】 

地区対抗の部         24チーム 

高等学校の部         ２チーム 

一般の部           ８チーム 

８ 添付資料 開催概要、大会コース図 

９ 問合せ先 
部課名 社会教育部 スポーツ推進課 課長 佐藤 拓 

電話 （０４６）２２５－２６８６ 

 

資料４ 



市制施行記念第69回あつぎ駅伝競走大会開催概要 
 

１ 趣旨 

この大会を通して、市民の皆様のスポーツ活動に対する関心を高めていただくとと

もに、「スポーツのまちあつぎ」を目指す本市としてスポーツ交流の促進と競技力の

向上を図り、併せて夢と希望がかなえられるまちづくりに取り組む本市を紹介する。 

 

２ 主催 

厚木市、厚木市教育委員会 

 

３ 実施主体 

市制施行記念第69回あつぎ駅伝競走大会実行委員会 

 

４ 主管 

厚木市陸上競技協会 

 

５ 後援 

公益財団法人厚木市スポーツ協会、厚木市スポーツ推進委員連絡協議会、 

厚木市地区体育振興会長連絡協議会、厚木市交通安全指導員協議会、 

読売新聞東京本社横浜支局、神奈川新聞社 

 

６ 日時 

令和５年１月29日（日）（雨天決行） 

スタート時刻 ………… 午前10時00分 

※開閉会式は、実施しません。 

※表彰式は、競技終了後行います。 

 

７ 会場 

厚木市荻野運動公園競技場及び周辺道路 

 

８ 部門 

(1) 地区対抗の部            ……… ６区間 21.5㎞ 

(2) 高等学校の部            ……… ５区間 22.0㎞ 

(3) 一般（大学含む）の部        ……… ５区間 22.0㎞ 

 

９ コース 
地区対抗の部 
第１区[荻野運動公園競技場～富士通厚木総合グラウンド]     ３.５㎞ 
第２区[富士通厚木総合グラウンド～日産ＮＡＴＣセミナーハウス] ３.３㎞ 
第３区[日産ＮＡＴＣセミナーハウス～ぼうさいの丘]       ５.０㎞ 
第４区[ぼうさいの丘～文化会館] ※女子選手区間        １.５㎞ 
第５区[文化会館～林中学校前]  ※中学生区間         ２.９㎞ 
第６区[林中学校前～荻野運動公園競技場]            ５.３㎞ 

計 ２１.５㎞ 



高等学校、一般（大学含む）の部 

第１区[荻野運動公園競技場～富士通厚木総合グラウンド]     ４.０㎞ 

第２区[富士通厚木総合グラウンド～日産ＮＡＴＣセミナーハウス] ３.３㎞ 

第３区[日産ＮＡＴＣセミナーハウス～ぼうさいの丘]       ５.０㎞ 

第４区[ぼうさいの丘～文化会館] ※女子選手区間        １.５㎞ 

第５区[文化会館～荻野運動公園競技場]             ８.２㎞ 

計 ２２.０㎞ 

 

10 表彰 

(1) 各部門とも１位から３位まで表彰する。 

(2) 各部門とも区間最高記録者に区間賞を贈る。 

 

11 チーム編成 

(1) 地区対抗の部 

監督１人、選手（男子５人、女子１人）、補欠（５人）   計12人 

(2) 高等学校、一般（大学含む）の部 

監督１人、選手（男子４人、女子１人）、補欠（４人）   計10人 

 

12 参加資格 

(1) 各所属団体から１チームまでの参加とする。（ただし、地区対抗の部は除く） 

(2) 地区対抗の部は、市内当該地区に令和４年12月1日から大会当日まで継続して

住民登録をしている者とする。また、第１区、第２区、第３区及び第６区は高校

生以上の男子、第４区は中学生以上の女子、第５区は中学生男子の参加とする。 

(3) 高等学校の部は、同一学校に在学する者で編成すること。 

※第４区の女子選手については、同一の学校以外での参加も認める。 

(4) 一般（大学含む）の部は、同一の大学・会社・事業所・クラブで編成すること。 

ただし高校生以下の出場は認めない。 

※第４区の女子選手については、同一の大学・会社・事業所・クラブ以外での

参加も認める。 

※クラブとは、組織形態を有し年間を通して活動している団体とする。 

 

13 募集チーム数 

地区対抗の部      ……… 30チーム 

高等学校の部      ……… 20チーム 

一般（大学含む）の部  ……… 30チーム 

※各部門ともに先着順。（地区対抗の部は除く） 

 

14 問合せ先 

〒243-8511 厚木市中町３丁目17番17号 

厚木市教育委員会社会教育部スポーツ推進課内 

第69回あつぎ駅伝競走大会事務局 

電話(046）225-2531 FAX（046）223-0044 



 

 
 
 
 
 
 
 

荻野運動公園競技場 

【第 1 中継所】 
富士通厚木総合グラウンド 

【第 2 中継所】 
日産 NATC セミナーハウス 

【第 3 中継所】ぼうさいの丘 

【第 4 中継所】文化会館 

【第 5 中継所】林中学校前 

 

女子選手限定区間 

あつぎ駅伝競走大会コース図 

●高校・大学・一般の部  

第１区[荻野運動公園競技場～富士通厚木総合グラウンド] ４.０㎞ 
第２区[富士通厚木総合グラウンド～日産ＮＡＴＣセミナーハウ

ス] 
３.３㎞ 

第３区[日産ＮＡＴＣセミナーハウス～ぼうさいの丘]  ５.０㎞ 
第４区[ぼうさいの丘～文化会館]  ※女子選手区間 １.５㎞ 
第５区[文化会館～荻野運動公園競技場] ８.２㎞ 

計 ２２.０㎞ 

●地区対抗の部  

第１区[荻野運動公園競技場～富士通厚木総合グラウンド] ３.５㎞ 
第２区[富士通厚木総合グラウンド～日産ＮＡＴＣセミナーハウ

ス] 
３.３㎞ 

第３区[日産ＮＡＴＣセミナーハウス～ぼうさいの丘]  ５.０㎞ 
第４区[ぼうさいの丘～文化会館]  ※女子選手区間 １.５㎞ 
第５区[文化会館～林中学校前]  ※中学生区間  ２.９㎞ 
第６区[林中学校前～荻野運動公園競技場] ５.３㎞ 

計 ２1.５㎞ 
 

主要箇所通過予想時刻  

№ 地点名 通過予想時刻 

① 宮の里入口 10：06 ～ 10：10 

② 第１中継所「富士通厚木総合グラウンド」 10：11 ～ 10：16 

③ 森の里 3 丁目交差点 10：19 ～ 10：28 

④ 第２中継所「日産ＮＡＴＣセミナーハウス」 10：22 ～ 10：32 

⑤ 籠堰橋北側交差点 10：31 ～ 10：43 

⑥ 第３中継所「ぼうさいの丘]」 10：37 ～ 10：51 

⑦ 第４中継所「文化会館」 10：42 ～ 10：57 

⑧ 水引交差点 10：45 ～ 11：00 

⑨ 第５中継所「林中学校前」 10：52 ～ 11：08 

⑩ 及川中原交差点 10：57 ～ 11：16 

⑪ 荻野運動公園入口 11：05 ～ 11：26 

№① 

№② 

№③ 

№④ 

№⑤ №⑥ 

№⑦ 

№⑨ 

№⑧ 

№⑩ 

№⑪ 


