
 男子第 71 回・女子第 32 回全国高等学校駅伝競走大会宮城県予選 兼  
 男子第 56 回・女子第 31 回東北高等学校駅伝競走大会宮城県予選会 実施要項 

 

 

   主 催  宮城県高等学校体育連盟・毎日新聞社 

 

     主 管  (一財)宮城陸上競技協会・岩沼市陸上競技協会 

 

   共 催  宮城県教育委員会・岩沼市・岩沼市教育委員会 

 

   協 力  岩沼警察署・岩沼市交通指導隊・フクシ・オーエンス共同事業体・ＮＰＯ法人岩沼市

体育協会・岩沼市スポーツ少年団本部 

 

   １.期   日  令和２年１０月１７日（土） 雨天決行 

               女子 １０時００分スタート 

                          男子 １２時００分スタート 

  

   ２.コ ー ス  岩沼海浜緑地 北ブロック周辺コース （別紙） 

 

   ３.区間と距離 

 

    ◎男 子   ４２．１９５Ｋｍ   ７区間                           距  離 

 

     第一区   緑地公園 ～ 緑地公園東ゲート約０．７Km南            １０Ｋｍ 

 

     第二区   東ゲート約０．７Km南 ～ 折り返し（玉浦希望ライン） ～ 緑地公園  ３Ｋｍ 

 

     第三区   緑地公園   ～ 折り返し（二野倉新浜線）  ～  緑地公園 

    ８．１０７５Ｋｍ 

     第四区   緑地公園   ～ 折り返し（玉浦希望ライン）  ～  緑地公園 

         ８．０８７５Ｋｍ 

     第五区   緑地公園   ～ 折り返し（県道海浜緑地線）  ～  緑地公園           

   ３Ｋｍ 

     第六区   緑地公園   ～ 折り返し（玉浦希望ライン）  ～  緑地公園           

   ５Ｋｍ 

     第七区   緑地公園   ～ 折り返し（県道海浜緑地線）  ～  緑地公園           

   ５Ｋｍ 

 

    ◎女 子   ２１．０９７５Ｋｍ  ５区間                     距  離 

 

     第一区   緑地公園  ～  緑地公園東ゲート約０．７Km南               ６Ｋｍ 

 

     第二区   東ゲート約０．７Km南 ～  折り返し（玉浦希望ライン）  ～ 緑地公園 

 ４．０９７５Ｋｍ 

     第三区   緑地公園   ～ 折り返し（県道海浜緑地線）  ～  緑地公園     ３Ｋｍ 

 

第四区    緑地公園   ～ 折り返し（玉浦希望ライン）  ～  緑地公園    ３Ｋｍ 

 

       第五区   緑地公園   ～ 折り返し（県道海浜緑地線）  ～  緑地公園    ５Ｋｍ 



   ４.参加資格 

 

   （１）出場者は、学校所在地の県高等学校体育連盟加盟校に在学する生徒であって、県 

     陸上競技協会の登記競技者であること。 

   （２）(ｱ) 出場者は、平成１３年４月２日以降に生まれた者。（４月２日を起算とし、 

       １９歳未満の者。）ただし、同一学年での出場は１回限りとする。 

      (ｲ) 特例として、(ｱ) に定める年齢制限について、中国残留日本人孤児及びその 

       子女については撤廃する。 

   （３）全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混合チームは認めない。 

   （４）転校後６ヶ月以内（令和２年４月１６日以降）の者は出場できない。ただし、 

     一家転住などやむを得ない事情がある場合は、県高等学校体育連盟会長の認可があ 

     ればこの限りではない。 

   （５）出場者は、あらかじめ健康診断を受け、学校長の承認を必要とする。  
   （６）日本陸上競技連盟及び宮城陸上競技協会が指定する，新型コロナウイルスについてのガイ

ダンスに沿って，JAAF 体調管理チェックシート（大会前）に記入し大会当日提出する

こと。 

   （７）参加資格の特例 

 

     ア．上記（１）に定める生徒以外で、大会要項により大会参加資格を満たすと判断 

      され、県高等学校体育連盟が推薦した生徒について、別途に定める規程に従い大 

      会参加を認める。 

     イ．上記（２）(ｱ) のただし書きについて、学年の区分を設けない課程に在籍する 

      生徒の出場は、同一競技３回限りとする。 
 

 

     ５.参加制限 

 

     外国人留学生の参加については男女共に２名以内とし、出場については１区を除く 

    区間で１名とする。 

［大会参加資格の別途に定める規程］ 

 

    [１]学校教育法 28 条の２、83 条の学校に在籍し、各県高等学校体育連盟で大会参 

     加を認められた生徒であること。 

 [２]以下の条件を具備すること。 

     (1) 大会参加を認める条件 

      ア．全国高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊 

       重すること。 

      イ．参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては、学齢、修業年限とも 

       に高等学校と一致していること。また、連携校の生徒による混成は認めな 

          い。 

      ウ．各学校にあっては、各県の予選会から出場が認められ、東北大会への出 

       場条件が満たされていること。 

      エ．各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任 

       ある顧問教員の指導のもとに適切に行われており、部活動時間等が高等学 

       校に比べて著しく均衡を失わず、運営が適切であること。 

     (2) 大会参加に際して守るべき条件 

      ア．宮城県高等学校駅伝競走大会要項を遵守し、競技規定、大会申し合わせ 

       事項等に従うとともに、大会の円滑な運営に協力すること。 

      イ．大会参加に際しては、責任のある教員が引率するとともに、万一の事故 

       の発生に備えて傷害保険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じてお 

       くこと。 

      ウ．大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 



   ６.競技規定 

 

    （１）競走は、２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則及び同駅伝競走規準、本大会 

      規定による。 

 

    （２）学校対抗とする。 

 

    （３）チームは、男子は監督１名と選手１０名とし、女子は監督１名と選手８名とす 

      る。ただし、選手のうち外国人留学生のエントリーは２名以内とし出場について 

      は１区を除く区間で１名とする。申し込み後の選手変更は認めない。 

 

    （４）選手のオーダーは、受付時に提出すること。 

 

    （５）監督会議受付後の選手変更は、補欠をその区間の交代として補充し、必ず医師 

      の診断書を添えた選手変更届を大会当日（８：００）まで大会総務に提出すること。    

                                               

    （６）引き継ぎには、タスキを用いる。  
 

    （７）選手の配置については中継所へ各自集合とし、車両は用意しない。 

        

    （８）補欠の配置は一切行わない。  
 
    （９）各チームの中継所近辺への生徒の付き添いは行わない。 

 

        （１０）監督車・荷物車は用意しない。 

 

        （１１）競走には、一切の伴走を認めない。 ※ＯＢや父母の類似行為も認めない。 

 

   ７.表  彰 

 

    （１）優勝校には優勝旗、第６位まで賞状を授与する。 

 

    （２）区間優勝者には、区間賞を授与する。 

 

    （３）優勝校は都道府県代表校とし全国高等学校駅伝大会に出場できる。 

 

    （４）東北地区大会については、男子４校（３０校以上出場の場合は１校プラス） 

      女子４校（２０校以上出場の場合は１校プラス）が地区大会に出場できる。 

 

 

   ８.参加申し込み 

 

    （１）申し込みは、所定の書類に必要事項を明記し学校長の責任で申し込むこと。 

 

    （２）申し込み書類  ①参加申込書  【様式１】     １通（原本） 

               ②新規登録申込書（ＪＡＡＦの様式） １通（原本） 

                              ※今大会のために新規登録の選手が必要な学校のみ 

                ※新規登録料一人１，２００円を参加料と合わせて納入すること。 
 

（３）申込方法 ○高体連陸上競技専門部ＨＰから【様式１】をダウンロードする。 

○【様式１】の記入欄に記入後、印刷したものに職印を押す。（原本） 

○申込先に期限まで【様式１】をメールする。 

○（２）の①,②の原本も合わせて申込期限まで郵送すること。 



    （４）申込先及び申込期限 

 

メール申込み期限 令和 ２年１０月 １日（木）１７：００まで 

       申込書等郵送期限 令和 ２年１０月 ２日（金）必着とする。 

                

        ※メール申込みを受付後、返信メールを送信します。メール申込期限まで返信メール 

         が届かない場合は下記連絡先まで問い合わせ下さい。 

 

         〒989-2474 岩沼市字朝日 50 
               宮城県名取高等学校内      Tel  ：０２２３－２２－３１５１ 

                  赤平 和紀 宛        Fax ：０２２３－２２－３１５２ 

                              mail：  akahira-ka916@td.myswan.ed.jp 
    ９.参加料 

 

      男子１チーム １７，０００円、女子１チーム １３，０００円とし、申込みと同時に下 

     記口座に振り込むこと。 

      なお、手数料等は各校負担とする。 

       

【金融機関名】  
 ゆうちょ銀行  
 
【口座番号】 

  記号 １８１７０   番号 ３７５７０９９１  
 

【名前】 

  宮城県高等学校体育連盟陸上競技専門部 

 
  １０.宿 泊 

 

宿泊については別紙宿泊案内のとおり。 

 

              

  １１.受付・開会・閉会式及び監督会議の日程と場所  

 

受  付   １０月１６日（金） １２時００分～ １３時００分  
（正式オーダー提出）                  岩沼市総合体育館 

 

           監督会議   １０月１６日（金） １４時００分～  岩沼市総合体育館 

 

      開  会  式   感染症対策のため、行わない  
 

      閉  会  式   １０月１７日（土） １３時００分・１５時３０分～ 緑地公園 

                        

 

 

   １２.連絡事項 

 

     （１）タスキは主催者で準備し監督会議で各チーム代表者に配付する。 

 

     （２）アスリートビブスは主催者で準備し監督会議で各チームに配布する。 

 

     （３）選手の荷物には名札等を付け、各自で管理すること。  
 



     （４）出場チームの代表者は，大会前日のオーダー提出時にチーム関係者全員分の「ＪＡＡＦ

体調管理チェックシート（大会前）」を提出する。なお，提出のない選手については出場

させることができない。  
当日の体調管理チェックシートの提出については、監督会議にて連絡する。  

 
（５）新型コロナウイルス感染拡大状況や悪天候によって大会を中止する場合がある。  

 
（６）新型コロナウイルス感染症対策のため、会場への来場は選手・補助員・大会関係者のみ

とし，保護者・OB 等による応援のための来場は認めない。  
 
（７）大会当日はコース周辺道路において交通規制を行うため、９：３０以降、大会指定駐車

場から車両を移動できない。  
 
  （８）大会主催者は、参加ランナー、チーム関係者、競技運営関係者の新型コロナウイルス感 

      染に対するいかなる責任も負わない。  
 

参考 『JAAF 陸上競技活動再開のガイダンス』  

① 概要 （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151422.pdf）  

② 日常活動について  （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151431.pdf）  

③ 競技会開催について （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151442.pdf）  

④ 競技会開催の基本情報と前提条件の確認   

（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151451.pdf）   

⑤【大会前：提出用】新型コロナウイルス感染症について体調管理表・症状チェック表   

                    （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151501.pdf）  

⑥【大会後：個人管理用】新型コロナウイルス感染症について体調管理表・症状チェック表  

                    （https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151512.pdf） 

⑦ロードレース再開について 

（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/30_172327.pdf） 


