
【問い合わせ先】  

スポーツ課スポーツ振興班 

電話 ０４２－７６９－９２４５（直通） 

※詳細に関しましては（公財）相模原市体育協会にお問い合わせください。 

電話 ０４２－７５１－５５５２ 

第７８回相模原駅伝競走大会を開催します！ 
 

駅伝競走を通してチームの団結と不屈の精神を養い、あわせて体力の向上と陸上競技の普及発展

を図ることを目的に、次のとおり、第７８回相模原駅伝競走大会を開催します。 
本大会は、会場である相模原ギオンスタジアム（相模原麻溝公園競技場）の改修工事

のため、平成２９年度から２年間休止しておりましたが、本年度３年振りの開催とな

ります。  
なお、大会当日は、会場周辺の道路で交通規制が行われますので、御注意ください(午

前８時３０分～正午を予定)。 

 
【日 時】 令和２年１月１９日（日）午前８時２０分～正午頃まで（順延なし） 

【会 場】 相模原ギオンスタジアム及び周辺道路 

【主 催】 相模原市、相模原市教育委員会、公益財団法人相模原市体育協会 
【主 管】 相模原市陸上競技協会 
【後 援】 朝日新聞社、神奈川新聞社、北相地区高等学校体育連盟、 

相模原市スポーツ推進委員連絡協議会、相模原市市民走ろう会 
【開会式】 午前８時２０分（相模原ギオンスタジアム） 
【発 走】 ①高校の部・・・・・・・・・・・・・・・・午前９時１０分 

    ②一般Ｂの部・・・・・・・・・・・・・・・午前９時２０分 
③女子・中学生男子・中学生女子の部・・・・午前１０時３０分 

【表彰式】 競技終了後（相模原ギオンスタジアム） 

【内 容】 

 相模原ギオンスタジアムを発着とし、相模原ギオンスタジアム周辺を周回するコー

スで開催します。 

大会には、合計１２０チームがエントリーし、６００名の選手が参加します。 

種  別  チーム数 

高校の部  １８  

一般Ｂの部  ４８  

女子の部  １３  

中学生男子の部  ２１  

中学生女子の部  ２０  

合 計  １２０  

※一般 A の部は、申込みがなかったため実施しないこととなりましたので、御了承ください。 

令和２年１月１４日 

相模原市発表資料 



第７８回相模原駅伝競走大会開催要項 
 
１ 趣 旨      

駅伝競走を通してチームの団結と不屈の精神を養い、あわせて体力の向上と陸上競技の普及発展を

図ることを目的とする。 
 
２ 主 催      

相模原市 
相模原市教育委員会 
公益財団法人相模原市体育協会 

 
３ 主 管      

相模原市陸上競技協会 
 
４ 後 援      

朝日新聞社 
神奈川新聞社 
北相地区高等学校体育連盟 
相模原市スポーツ推進委員連絡協議会 
相模原市市民走ろう会 

 
５ 協 力      

相模原南警察署 
相模原南交通安全協会 
特定非営利活動法人日本電気治療協会 
 

６ 日 時       
令和２年１月１９日（日）  （順延はしない） 
（１）開会式 午前８時２０分（相模原ギオンスタジアム） 
（２）発走 ①一般Ａ・高校の部 ···························· 午前 ９時１０分 
       ②一般Ｂの部 ····································· 午前 ９時２０分 
 ③女子・中学生男子・中学生女子の部 ···· 午前１０時３０分 
（３）表彰式 競技終了後（相模原ギオンスタジアム） 

 
７ 種 別        

（１）一 般 Ａ の 部        （５区間２４．４０ｋｍ） 
（２）高 校 の 部        （５区間２４．４０ｋｍ） 
（３）一 般 Ｂ の 部        （５区間１５．２０ｋｍ） 
（４）女 子 の 部        （５区間１５．２０ｋｍ） 
（５）中学生男子の部 （５区間１５．２０ｋｍ） 
（６）中学生女子の部 （５区間１５．２０ｋｍ） 



８ コ ー ス 及 び 中 継          
（１）一般Ａ・高校の部（２４．４０ｋｍ） 

・第１区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（５．００ｋｍ） 
・第２区～第５区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（４．８５ｋｍ） 

（２）一般Ｂ・女子・中学生男子・中学生女子（１５．２０ｋｍ） 
・第１区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（３．２０ｋｍ） 
・第２区～第５区 相模原ギオンスタジアム～相模原ギオンスタジアム（３．００ｋｍ） 

 
９ 参 加 資 格          

各種別の参加資格、出場チーム数は次のとおりとし、多数の場合は主催者の抽選により決定する。

ただし、前回の大会で上位６位以内に入賞したチームが２名以内の選手変更で出場する場合は、優先

とする。原則、チーム名は所属チーム名とすること。また、複数出場の場合はアルファベット等を付

記し区別すること。 
（１）一般Ａの部・・・３０チーム 

一般Ａの部へ参加するチームは、男子で編成したチームとする。ただし、高校生及び中学生

以下の出場は認めない。 
（２）高校の部・・・４０チーム 

高校の部へ参加するチームは、男子で編成したチームとする。 
（３）一般Ｂの部・・・ ７０チーム 

一般Ｂの部へ参加するチームは、男子で編成したチームとする。ただし、高校生及び中学生

以下の出場は認めない。 
（４）女子の部・・・３０チーム 

女子の部へ参加するチームは、女子で編成したチームとする。ただし、中学生以下の出場は

認めない。 
（５）中学生男子・中学生女子の部・・・各２０チーム 

中学生男子・中学生女子の部へ参加するチームは、市内に所在する中学校の在校生で編成し

たチームとする。 
ただし、市内総合型地域スポーツクラブが中学生で編成したチームは認める。 

 
１０ 参 加 規 定         

（１）チーム編成は全種別、監督１名、正選手５名、補欠３名以内の計９名以内とする。 
（２）申込み後の新規選手の登録及び大会当日の受付後の区間変更は認めない。 
（３）男女混成チームは認めない。 
（４）監督は、同種別内で複数チームを兼ねることはできない。 
（５）選手は、複数チームの申込みをすることはできない。 
（６）大会申込責任者及び監督は２０歳以上とし、当日事故等が発生した場合に連絡が取れる者とする。 

 
１１ 表  彰 

（１）一般Ａの部 ··········· 優勝チームに相模原市長杯と朝日新聞社優勝旗 
（２）高校の部 ·············· 優勝チームに相模原市教育委員会優勝杯 
（３）一般Ｂの部 ··········· 優勝チームに相模原市議長杯 
（４）女子の部 ·············· 優勝チームに公益財団法人相模原市体育協会優勝杯 
（５）中学生男子の部 ····· 優勝チームに相模原市教育委員会優勝杯 
（６）中学生女子の部 ····· 優勝チームに相模原市教育委員会優勝杯 
（７）各部の区間１位には区間賞を授与する。 
（８）各部の１位から３位までにメダル、賞状及び朝日新聞社賞を授与する。 
（９）各部の４位から８位までに賞状を授与する。 
（９）（１）～（６）までは、持ち回りとする。（次期大会まで保管） 
 



１２ 申 込 み 
（１）令和元年１１月１日（金）から１１月２６日（火）午後５時までの間に別紙申込書に記入の上、

郵送（必着）、持参、Ｅ-mail のいずれかで申込みを行うものとする。募集記事掲載は広報さ

がみはら令和元年１１月１日号に掲載し、募集要項・申込書等は、（公財）相模原市体育協会

ホームページに掲載する。 
≪申込先≫ 
〒252-0236 相模原市中央区富士見６－６－２３ けやき会館内 
（公財）相模原市体育協会事務局 ※月曜日休業 

 電話 042（751）5552  E-mail taikyo@jade.dti.ne.jp 
（２）申込み期限に遅れた場合や申込書に不備があった場合は、出場を認めない。 
（３）区間配置については、大会当日午前７時３０分から８時００分までの間に受付へ所定の用紙で

提出すること。 
（４）１１月２６日（火）までに、参加費を公益財団法人相模原市体育協会の指定口座へ振込か申込

先の体育協会事務局窓口へ納入すること。抽選になった場合、落選チームには後日返金いたし

ます。 
≪振込先（指定口座）≫ 

公 益
こうえき

財 団
ざいだん

法 人
ほうじん

相模原市
さがみはらし

体 育
たいいく

協 会
きょうかい

 
普通預金 横浜銀行相模原駅前支店 （４１５） 口座番号 １０５５８７４ 
※チーム名又は申込責任者等の判別しやすい名で振込みをお願いします。また、振込手数料は

各チームで御負担ください。 
（５）申込み後の抽選結果は、１２月１３日（金）以降に公益財団法人相模原市体育協会ホームペー

ジにて御確認ください。 
 
１３ 参加費  

（１）一 般 Ａ の 部        （１チーム ５，０００円） 
（２）高 校 の 部        （１チーム ５，０００円） 
（３）一 般 Ｂ の 部        （１チーム ５，０００円） 
（４）女 子 の 部        （１チーム ５，０００円） 
（５）中学生男子の部 （１チーム ２，５００円） 
（６）中学生女子の部 （１チーム ２，５００円） 

 
１４ そ の 他 

（１）コース案内図及び中継所通過予定時刻は、別紙のとおり。 
（２）参加者は、各自の責任において事前に医師の健康診断を受けて参加すること。 
（３）主催者は、けがや事故等が発生した際の応急処置は行うが、その他一切の責任は負わないため、

出場選手は各自で傷害保険に加入すること。 
（４）この要項に定めるもののほか、大会の運営に関して必要な事項は別に定める。 
（５）本事業で入手した個人情報は、プログラム及び記録成績表への掲載、競技場でのアナウンス、

公益財団法人相模原市体育協会及び相模原市陸上競技協会のホームページや新聞・地域情報誌

などに掲載される場合があります。その他の目的では使用しません。 
（６）参加費納入後のキャンセルや荒天による大会中止の場合は、参加費の返金は致しません。 

mailto:taikyo@jade.dti.ne.jp


第７８回相模原駅伝競走大会運営規程 
 

 
１ 本大会の運営は、次に定めるものを除き２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則の駅伝競走規準に準

じて実施する。 
 
２ 伴走は、一切認めない（監察員が伴走と判断した場合は、そのチームを失格する場合がある）。 
 
３ 大会当日は、チームの代表者が、午前７時３０分から８時００分までの間に、大会申込書に区間配置

を記入の上、大会受付へ提出すること。 
 
４ 各部の第 1 走者は、スタート２０分前にスタート地点で最終コールを受けること。 

第２走者以後の選手は、朝の受付を最終コールとする。ただし、一般Ａ・高校の部の２区以降の選手に

ついては、朝の受付を１次コールとし、各中継所で予定通過時刻の２０分前に最終コールを受けること。 
万一、コール後に棄権する場合は、必ず競技役員に申し出ること。 

 
５ 一般Ａの部、高校の部は、先頭が通過した時刻から１０分を経過した場合、繰上げスタートを実施す

るので、役員の指示に従うこと。なお、繰上げスタートは、３区と５区で行う。 
一般Ｂの部、女子の部、中学生男子の部、中学生女子の部は、先頭が通過した時刻から２５分を経過

した場合、繰上げスタートを実施するので、役員の指示に従うこと。なお、繰上げスタートは、４区の

みで行う。 
 
６ 引継ぎは「たすき」をもって行う。 
 
７ 「ナンバーカード」と「たすき」は、大会当日に受付で配付する。 
 
８ 開会式には、全チームが出席すること。 
 
９ この規程について疑義が生じたときは、その都度協議して定める。 



 

相模原駅伝競走大会中継所先頭通過予定時刻 
 
外周 
《一般Ａ・高校の部》 スタート９：１０ 終了予定時刻１０：５１ 

区間 
距離 

（ｋｍ）

予定 

時刻 
コース 備考 

第１区 5.00 09：10 スタート-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所  

第２区 4.85 09：31 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所  

第３区 4.85 09：45 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所 ○ 

第４区 4.85 10：00 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所  

第５区 4.85 10：14 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-Ⓚ-Ⓛ-Ⓜ-Ⓝ-Ⓙ-中継所 ○ 

 24.40 10：28   

○＝繰上げスタート実施 

 
内周 
《一般Ｂの部》    スタート９：２０ 終了予定時刻１０：５３ 

区間 
距離 

（ｋｍ）

予定 

時刻 
コース 備考 

第１区 3.20 09:20 スタート-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第２区 3.00 09:29 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第３区 3.00 09:38 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第４区 3.00 09:47 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所 ○ 

第５区 3.00 09:56 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-フィニッシュ  

 15.20 10:05   

○＝繰上げスタート実施 

 
《女子・中学生男子・中学生女子の部》 スタート１０：３０ 終了予定時刻１２：００ 

区間 
距離 

（ｋｍ）

予定 

時刻 
コース 備考 

第１区 3.20 10:30 スタート-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第２区 3.00 10:40 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第３区 3.00 10:50 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所  

第４区 3.00 11:00 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-中継所 ○ 

第５区 3.00 11:10 中継所-Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ－Ⓕ-Ⓖ-Ⓗ-Ⓘ-Ⓗ-Ⓑ-Ⓙ-フィニッシュ  

 15.20 11:19   

○＝繰上げスタート実施 

 

 

 



第７８回相模原駅伝競走大会 コース図（外周） 

 
０９：１０スタート 一般Ａの部・高校の部 

区間 距離(ｋｍ) コース 
第１区 5.00 スタート→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所  
第２区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所 
第３区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所 
第４区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→中継所 
第 5 区 4.85 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→Ⓚ→Ⓛ→Ⓜ→Ⓝ→Ⓙ→フィニッシュ  

 24.40  

 
 
 

中継所及びフィニッシュ地点 

折り返し地点 

スタート地点 

外 周 

Ⓐ 

Ⓑ 
Ⓒ 

Ⓓ Ⓔ 

Ⓕ 
Ⓖ 

Ⓗ 

Ⓘ 

Ⓙ 

Ⓚ 

Ⓛ 

Ⓜ 

Ⓝ 



第７８回相模原駅伝競走大会 コース図（内周） 

 
０９：２０スタート 一般Ｂの部  ／  １０：３０スタート 女子の部・中学生男子の部・中学生女子の部 

区間 距離(ｋｍ) コース 
第１区 3.20 スタート→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 
第２区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 
第３区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 
第４区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→中継所 
第５区 3.00 中継所→Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ→Ⓓ→Ⓔ→Ⓕ→Ⓖ→Ⓗ→Ⓘ→Ⓗ→Ⓑ→Ⓙ→フィニッシュ 

 15.20  

 
 

中継所及びフィニッシュ地点 

折り返し地点 
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主催：相模原市 相模原市教育委員会 公益財団法人相模原市体育協会 主管：相模原市陸上競技協会 

交通規制のお知らせ 
SPECIAL TRAFFIC REGULATIONS 

ご協力をお願いいたします。 

We ask for your cooperation 

第７８回相模原駅伝競走大会 令和２年   １月１９日（日）  午前８時３０分 ～ 正午 
＜大会に関するお問い合わせ先＞ 公益財団法人相模原市体育協会事務局 TEL 042-751-5552 FAX 042-751-5545 

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分 休業日：毎週月曜日・祝日（祝日が月曜日の場合は火曜日も休業）・12／29～1／3（年末年始休業） 

～近隣住民及び周辺施設来場の皆様へ～ 

・競技中は第１、第２、第５駐車場の利用はできません。 

・一部路線バスに経路変更がありますので、ご注意ください。 

・コース周辺道路は混雑する恐れがあります。 

・競技の進行状況によっては規制時間が延びる場合があります。 

・競技中、コースを横断する際は現場の走路員等の指示に従っ 

てください。  ・郵便物や宅配便などの配達に影響が出る場合があります。  ・航空法に基づき許可等を得ずにコース及び会場周辺で無人航 

空機（ドローン）を飛行させることはできません。 



 

 

ナンバー チーム名 ナンバー チーム名 ナンバー チーム名
101 麻溝台高校 201 スリーエス・サンキュウ相模原常温 401 旭中学校
102 相模原総合高校 202 相模原市民走ろう会Ａ 402 小山中学校
103 光明学園相模原高校Ａ 203 相模原市民走ろう会Ｂ 403 相模原市立新町中学校　陸上競技部

104 光明学園相模原高校Ｂ 204 旭小ＦＵＮＲＵＮクラブＢ 404 上溝南中学校
105 東海大相模高校Ａ 205 橋本緑走友会Ａ 405 鵜野森中学校陸上部男子
106 東海大相模高校Ｂ 206 橋本緑走友会Ｂ 406 東海大学付属相模高等学校中等部

107 三浦学苑高校Ａ 207 橋本緑走友会Ｃ 407 相原中学校
108 三浦学苑高校Ｂ 208 Ｄａ・Ｒａ・Ｒｕｎ 408 上鶴間中学校
109 菅高校 209 共和ランニングクラブ 409 大野南中学校
110 生田高校 210 弥栄会 410 相模丘中学校
111 上溝南高校男子 211 日本山村硝子走友会 411 相模原市立北相中学校
112 大船高校 212 谷口　Ｗｉｌｄ　ｓｐｅｅｄ 412 上溝中学校
113 日本大学第三高校 213 若草小学校 413 東林中学校
114 県立秦野高校 214 チーム桂北 414 藤野中学校
115 鵠沼高校 215 清五ＲＣ 415 麻溝台中学校
116 弥栄高校陸上競技部 216 北里大学 416 谷口中学校Ａ
117 座間高校 217 スポ進城山＆城山人 417 谷口中学校Ｂ
118 麻布大学附属高等学校 218 神奈川総合産業高校定時制教員（Ｂ） 418 谷口中学校Ｃ

219 橋本走友会Ａ 419 大野北中学校
220 橋本走友会Ｂ 420 大沢中学校男子
221 ＪＭＣ相模原Ｍｅｎｓ 421 相模原中等教育学校

301 麻溝台高校 222 大中商事
302 神奈川県立希望ケ丘高校 223 重工相模原
303 三浦学苑高校 224 オリンパスロジテックス野球部 501 小山中学校
304 相模原市民走ろう会 225 相模原市役所ＲＣ　Ａ 502 相模原市立新町中学校　陸上競技部

305 旭小ＦＵＮＲＵＮクラブＡ 226 相模原市役所ＲＣ　Ｂ 503 上溝南中学校
306 橋本緑走友会Ｄ 227 上南ＯＢ１ 504 鵜野森中学校陸上部女子
307 上溝南高校女子 228 上南ＯＢ２ 505 相原中学校
308 東海大相模高校 229 上南ＯＢ３ 506 上鶴間中学校
309 一瞬の風になれるかも 230 相模フレンズＲＣ－Ａ 507 大野南中学校
310 ＪＭＣ相模原Ｗｏｍｅｎｓ 231 相模フレンズＲＣーＢ 508 相模丘中学校
311 麻布大学附属高等学校 232 相模フレンズＲＣ－Ｃ 509 相模原市立北相中学校
312 敬寿会 233 ＦＦＦＣ駅伝部～社会人デビュー戦、そして引退～ 510 上溝中学校
313 相模女子大学中学部高等部 234 カプスゲルＡ 511 東林中学校

235 カプスゲルＢ 512 藤野中学校
236 相模女子大学中学部高等部 513 麻溝台中学校
237 チーム田名Ａ 514 谷口中学校Ｄ
238 チーム田名Ｂ 515 谷口中学校Ｅ
239 やぐち 516 谷口中学校Ｆ
240 ホリデーランナーズ 517 谷口中学校Ｇ
241 敬寿会 518 大野北中学校
242 相模原市役所野球部Ａ 519 大沢中学校女子
243 相模原市役所野球部Ｂ 520 相模原中等教育学校
244 しゅーてぃんぐすたぁー
245 それ以外
246 元ランナーズＡ
247 元ランナーズＢ
248 元ランナーズＣ

【中学生女子の部　２０チーム】

【女子の部　１３チーム】

第 ７ ８ 回 相 模原 駅伝 競走 大会
【高校の部　１８チーム】 【一般Bの部　４８チーム】 【中学生男子の部　２１チーム】


