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第 53回八潮市内一周駅伝大会における特別ゲストランナーについて 

２０１７世界陸上日本代表などの、素晴らしい実績をもつトップアスリートの

川内優輝さん（埼玉県庁）がゲストランナーとして、平成３０年１月２１日（日）

に開催する「第５３回八潮市内一周駅伝大会」に参加し、６区間、全長２０キロ

の駅伝大会コースを１人で駆け抜ける。 

 

１ 目的 

市内一周駅伝大会にトップアスリートのゲストランナーを招待することに

より、本大会を盛り上げると同時に、駅伝を通じて、市民のスポーツへの関

心を高めることを目的とする。また、次代を担う子どもたちがトップアスリ

ートを間近で見て、ふれあうことで、将来、トップアスリートを目指すため

の動機づけとなるような機会を提供することも狙いである。 

 

２ 開催期日等 

平成３０年１月２１日（日） 

  午前 ８時    駅伝開会式    八潮メセナ集会室 

  午前 ９時    駅伝スタート    サがミ八潮店駐車場西 

  午前１０時    先頭ゴール予定  市役所前庭 

  午前１１時３０分 駅伝閉会式    八潮メセナ集会室 

 

  ※川内選手の予定 

   ・開会式に参加し挨拶後退席 

   ・一般参加者とスタートし１０時過ぎにゴールした後は選手の応援予定 

   ・閉会式には参加せず１１時３０分頃会場を離れる予定 

 

３ 内容 

６区間、全長２０キロの駅伝大会コースを１人で走る。 

 

４ 添付資料 

コース図 



【協力】（順不同)

草加警察署 綾瀬警察署 草加地区交通安全協会 八潮市交通指導員 サがミ八潮

店 ㈱ジョイフル観光 ㈱RAFTokyo ＪＡさいかつ 株式会社織田 やぶそば

八潮地区読売センター 朝日新聞サービスアンカー 毎日新聞草加東部西部販売所

【協賛】（順不同)

レンゴー㈱ 高橋歯科医院 ㈲八潮 フレスポ八潮 ＪＡさいかつ ㈱ モンテール

大和ハウス工業㈱ ㈱珍来総本店 OKタクシー 八潮タクシー㈲ 竹内セントラル㈱

㈱沼澤製作所 ㈱大広電気 ㈱潮 ㈲秋葉自動車 光画屋 空 ㈱野原建材 荏原商事(株)

2017世界陸上日本代表

ゲストランナーとして

全区間を1人で走ります!!

健康・スポーツ宣言都市

【主催】 八潮市体育協会 ・ 八潮市 ・ 八潮市教育委員会 【後援】 読売新聞さいたま支局 ・東武よみうり新聞社

ゼッケン№ チーム名 ゼッケン№ チーム名 ゼッケン№ チーム名 ゼッケン№

101 ＹＡＳＨＩＯ 134 鶏や梵 Ａ 201 八潮高校陸上部 401
102 れんじん 135 鶏や梵 Ｂ 202 春日部高校Ａ 402
103 エイトリングス 136 三郷市役所Ａ 203 春日部高校Ｂ 403
104 ＴＥＡＭ トムソンガゼル 137 三郷市役所Ｂ 204 八潮高校野球部 404
105 チームやしお苑 138 杜の家やしお 205 専修大学松戸高等学校 405
106 チームベリスタ 139 草加ＪＯＧＳ 206 柏陵高校 406
107 大原小ＯＹＡＪＩ会 140 わっしょい！ 407
108 八潮トライアスロンクラブ 141 ＪＡさいかつ 408
109 チームケアセンター八潮 142 Ｗｉｎｄ Ｒｕｎ風 409
110  草加警察署　交通事故防止隊 143 Ｗｉｎｄ Ｒｕｎ雷 410
111  草加警察署　振り込め詐欺抑止隊 144 ラン＆ジョグ教室 ゼッケン№ チーム名 411
112 八條小駅伝部 145 チームマッスルＡ 301 八潮フェニックス 412
113 日の出整骨院 146 ＲＡＣランニングスクール 302 八潮中学校Ａ 413
114 新田町会Ａ 147 荏原商事ＲＣ東京チーム 303 八潮中学校Ｂ 414
115 新田町会Ｂ 148 エバホン 304 八潮ボーイズ 415
116 シンプル 149 八潮高校陸上部ＯＢ 305 潮止中学校Ａ 416
117 チームトライアングル 150 ピューター 306 大原中学校Ａ 417
118 チーム　りそにゃ 151  春日部市立武里南小教員チーム 307 大原中学校Ｂ 418
119 草加八潮消防局Ａ 152 七福神ガン太郎 308 大原中学校Ｃ 419
120 草加八潮消防局Ｂ 153 ＳＴＲＥＥＴ ＲＵＮＮＥＲＳ 309  八條中学校男子バスケ・野球部

121 八潮市役所Ａ 154  草加八潮消防局草加消防署西分署 310 八條中学校ＴＡＷＡＳＩ１

122 八潮市役所Ｂ 155 ＨＥＲＥ ＷＥ ＧＯ 311 八條中学校ＴＡＷＡＳＩ２

123 八潮市役所・部課長会 156 ＷＥＥＫＥＮＤ ＯＦＦＥＮＤＥＲ 312  八條中学校男子卓球部ファイターズ

124 大原笑会 157 パパス古橋 313 八幡中学校Ａ
125 チーム全力オジサン 158 ＹＦＣ (Ａ) 314 八幡中学校Ｂ
126 草加走ろう会Ａチーム 159 ＹＦＣ (Ｂ) 315 松戸市立第二中学校
127 草加走ろう会Ｂチーム 160 ＭＯＮＭＡ☆ｅ 316 草加青柳中学校
128 八潮ＳＴ 161 潮止ランナーズ 317 松戸市立古ヶ崎中学校
129 荏原商事ＲＣ 162 ヒ ナリモンスタ ズ 318 松戸市立根木内中学校

⼥ ⼦ の 部（ピンク）

八條中学校女子ソフトテニス部

八條中学校女子ハンド部＆卓球部中 学 の 部（⽔⾊）

⼀  般  の  部 （⽩） ⾼ 校 の 部 （⻩）

八潮中学校Ａ
八潮中学校Ｂ
潮止中学校Ｂ
潮止中学校Ｃ
大原中学校Ａ
大原中学校Ｂ
大原中学校Ｃ

チーム名

小金高校

⼀般の部 ６６チーム

⾼校の部 ６チーム

八條中学校すぽんじ

松戸市立常盤平中学校
千葉県立市川南高等学校
松戸市立根木内中学校
草加青柳中学校
Ｗｉｎｄ Ｒｕｎ☆
松戸市立第二中学校

八幡中学校Ａ
八幡中学校Ｂ

中学の部

⼥⼦の部 １９チーム

２２チーム

潮 区読売 朝日新聞サ 毎日新聞草加東部西部販売所
コカ・コーライーストジャパン㈱ 中野食品㈱ 埼玉りそな銀行八潮支店

武蔵野銀行八潮支店 埼玉縣信用金庫八潮支店 豊和土木(有)

第５３回 ⼋潮市内⼀周駅伝⼤会出場チーム

129 荏原商事ＲＣ 162 ヒコナリモンスターズ 318 松戸市立根木内中学校
130 ナンダ！カンダ？ 163 マティーティ・パパーサ 319 我孫子市立湖北中学校Ａ

131 松戸市陸協 164 越ヶ谷走好団 320 我孫子市立湖北中学校Ｂ

132 チームアネックス201８ 165 松風会ヤング 321 松戸市立常盤平中学校Ａ

133 ＭＮＲＣ＋ 166 松風会アダルト 322 松戸市立常盤平中学校Ｂ

合  計 １１３チーム

ゲストランナー 川内優輝さん



第５3回 ⼋潮市内⼀周駅伝⼤会 コース図

スタート

フラワーパーク

八潮団地

八潮高校

やしお生涯楽習館

エイトアリーナ

北公園

全面通行止め
９：００～１１：００

フジパン

RAF Tokyo

おすすめ応援ポイント①

全面通行止め
９：４５～１１：００

中央1西
ＪＡさいかつ

夢の像公園

第５中継所
（繰上げ箇所）

９：４９～１０：２０

全面通行止め
８：４５～９：１５

共和橋

第３中継所
（繰上げ箇所）

９：３３～９：５５

山田うどん

第４中継所
９：４０～１０：０６

全面通行止め
９：００～１１：００

おすすめ応援ポイント②
～中川新堤フラワーパーク付近～

【駐車場】有（フラワーパーク）

【トイレ】有（新堤フラワーパーク付近)

おすすめ応援ポイント③
～綾瀬川放水路沿い～

【駐車場】有（リサイクルプラザ西）

【トイレ】有（幸之宮運動広場）

サがミ

フィニッシュ
（市役所）

リサイクル

プラザ

中継所名
通過予定時刻

ビック

９：００

島忠ホーム

文化スポーツセンター前

潮止橋

大瀬運動公園

八潮南高校

ゆまにて文化スポーツ

センター

大原公園

□駅伝大会当日は、コース周辺で交通渋滞が予想されます。

□交通規制時刻は目安です。当日の状況により変わることがありますので、現場の指示に

従ってください。

～八潮三郷東西線付近～

【駐車場】なし

【トイレ】なし

第１区
4.3ｋｍ

中馬場
八潮三

交通規制（例）

■コース側（片側車線）は、車両（自転車を含む）は

通行することは出来ません

（一部、全面通行止め箇所がございます）

反対側車線

通行可

通行不可

大会コース

８：４５ ９：１５

第２中継所
９：２４～９：４０

やしお苑

浮塚北

潮止中

ジョイフル

観光

浮花橋 第１中継所
（繰上げ箇所）

９：1３～９：２２

八潮四
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