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回伊那ロードレース大会
第６４回伊那市民体育祭

主 催 （一財）長野陸上競技協会

主 管 上伊那陸上競技協会

後 援 伊那市教育委員会

期 日 平成２

              

会 場 伊那市営１０哩競走路

種 目  

 

競技規則 ２０１

参 加 料 １人

申込方法 (1)

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

てください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

※ナンバーカード

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

表 彰 各部１位から３位まで賞状及びトロフィー

（ただし、壮年男子の部､小学男子・女子の部にはトロフィーはありません。）

そ の 他 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

回伊那ロードレース大会
回伊那市民体育祭

（一財）長野陸上競技協会

上伊那陸上競技協会

伊那市教育委員会

平成２９年１０月

              

伊那市営１０哩競走路

 

男子 

一般の部（４０歳未満）

壮年の部（４０歳以上）

高校の部

中学の部

小学の部

女子 
中学・一般の部

小学の部

２０１７度日本陸上競技連盟競技規則および本大会要項による。

１人５００円（当日徴収）

(1) エントリーファイルの送信

長野陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

てください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

ＰＣによりプログラム編成を行いますので、参考記録を必ず入力してください。

※ナンバーカード

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

択してください。

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

んが、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

上伊那陸協競技部長

携帯：090-1761

申込締切 

平成２９年

各部１位から３位まで賞状及びトロフィー

（ただし、壮年男子の部､小学男子・女子の部にはトロフィーはありません。）

(1) 事前に医師の診断を受けておくこと。

(2) 競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。

) ナンバーカードは主催者で用意します。

(4) 伊那市在住の選手は、自動的に伊那市民体育祭への参加になります。

(5) 本大会は、

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選

手は、ご参加ください。よろしくお願いいたします。

回伊那ロードレース大会（17170535
回伊那市民体育祭 

（一財）長野陸上競技協会  

上伊那陸上競技協会 

伊那市教育委員会  上伊那広域連合

月８日（日）

              

伊那市営１０哩競走路(177010)

一般の部（４０歳未満）

壮年の部（４０歳以上）

高校の部 １０ｋｍ

中学の部 ５ｋｍ

小学の部 ３ｋｍ

中学・一般の部

小学の部 ５ｋｍ

度日本陸上競技連盟競技規則および本大会要項による。

当日徴収） 

エントリーファイルの送信

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

てください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

ＰＣによりプログラム編成を行いますので、参考記録を必ず入力してください。

※ナンバーカードの欄は記入しないでください。

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

択してください。 

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

上伊那陸協競技部長 中澤

1761-1581 / E

年９月２７日（

各部１位から３位まで賞状及びトロフィー

（ただし、壮年男子の部､小学男子・女子の部にはトロフィーはありません。）

事前に医師の診断を受けておくこと。

競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。

ナンバーカードは主催者で用意します。

伊那市在住の選手は、自動的に伊那市民体育祭への参加になります。

本大会は、第６６回長野県縦断駅伝大会

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選

手は、ご参加ください。よろしくお願いいたします。

0535） 

  上伊那陸上競技協会

上伊那広域連合 

） 午前１０時スタート

              受付：午前８時３０分、開会式：午前９時

7010) 伊那市営球場～みすず笠原間折り返し日本陸連公認コース

一般の部（４０歳未満） １０ｋｍ

壮年の部（４０歳以上） １０ｋｍ

１０ｋｍ 

５ｋｍ 

３ｋｍ 

中学・一般の部 ５ｋｍ 

５ｋｍ 

度日本陸上競技連盟競技規則および本大会要項による。

 

エントリーファイルの送信 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

てください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

ＰＣによりプログラム編成を行いますので、参考記録を必ず入力してください。

の欄は記入しないでください。

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

中澤 博和 

/ E-mail  k.r.k.nakazawa@gmail.com

日（水）【必着厳守】

各部１位から３位まで賞状及びトロフィー

（ただし、壮年男子の部､小学男子・女子の部にはトロフィーはありません。）

事前に医師の診断を受けておくこと。

競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。

ナンバーカードは主催者で用意します。

伊那市在住の選手は、自動的に伊那市民体育祭への参加になります。

第６６回長野県縦断駅伝大会

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選

手は、ご参加ください。よろしくお願いいたします。

上伊那陸上競技協会  

午前１０時スタート 

受付：午前８時３０分、開会式：午前９時

伊那市営球場～みすず笠原間折り返し日本陸連公認コース

 種 

１０ｋｍ 

１０ｋｍ 

度日本陸上競技連盟競技規則および本大会要項による。

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

てください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

ＰＣによりプログラム編成を行いますので、参考記録を必ず入力してください。

の欄は記入しないでください。 

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

k.r.k.nakazawa@gmail.com

【必着厳守】 

各部１位から３位まで賞状及びトロフィー 

（ただし、壮年男子の部､小学男子・女子の部にはトロフィーはありません。）

事前に医師の診断を受けておくこと。 

競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。

ナンバーカードは主催者で用意します。 

伊那市在住の選手は、自動的に伊那市民体育祭への参加になります。

第６６回長野県縦断駅伝大会 チーム上伊那の最終選考となります。チーム

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選

手は、ご参加ください。よろしくお願いいたします。

  伊那市  

受付：午前８時３０分、開会式：午前９時

伊那市営球場～みすず笠原間折り返し日本陸連公認コース

 目 

度日本陸上競技連盟競技規則および本大会要項による。 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

てください。手続きの詳細は「エントリーセンター」トップページに記載してあります。

ＰＣによりプログラム編成を行いますので、参考記録を必ず入力してください。

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、返信が確認できない場合や、事情

によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

k.r.k.nakazawa@gmail.com 

（ただし、壮年男子の部､小学男子・女子の部にはトロフィーはありません。）

競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。

伊那市在住の選手は、自動的に伊那市民体育祭への参加になります。

チーム上伊那の最終選考となります。チーム

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選

手は、ご参加ください。よろしくお願いいたします。 

上伊那陸上競技協会

  伊那市体育協会陸上部

受付：午前８時３０分、開会式：午前９時 

伊那市営球場～みすず笠原間折り返し日本陸連公認コース

 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

ページに記載してあります。

ＰＣによりプログラム編成を行いますので、参考記録を必ず入力してください。

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

返信が確認できない場合や、事情

によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

 

（ただし、壮年男子の部､小学男子・女子の部にはトロフィーはありません。） 

競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。

伊那市在住の選手は、自動的に伊那市民体育祭への参加になります。 

チーム上伊那の最終選考となります。チーム

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選

陸上競技協会

伊那市体育協会陸上部 

伊那市営球場～みすず笠原間折り返し日本陸連公認コース

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

ページに記載してあります。

ＰＣによりプログラム編成を行いますので、参考記録を必ず入力してください。 

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

返信が確認できない場合や、事情

によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。 

 

競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。

チーム上伊那の最終選考となります。チーム

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選

陸上競技協会 

 

伊那市営球場～みすず笠原間折り返し日本陸連公認コース 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルをダ

ウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送信し

ページに記載してあります。 

※上位所属の欄は、伊那市在住・在勤の選手は、「伊那市」、その他は「上伊那」を必ず選

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されませ

返信が確認できない場合や、事情

競技中に発生した負傷・疾病の応急処置はするが、以後の処置について責任は負わない。 

チーム上伊那の最終選考となります。チーム

上伊那で共に戦いたい選手、けがや病気等で本大会以前の選考会に参加できなかった選


