
 

 

 

１主  催  （一財）広島陸上競技協会、庄原市、庄原市教育委員会、庄原市体育協会、中国新聞社、 

２後  援  中国陸上競技協会、広島県教育委員会、(公財)広島県体育協会、広島県高等学校体育連盟、 

広島県中学校体育連盟、広島県小学生体育連盟、テレビ新広島 

３協  賛  全農ひろしま、サントリーフーズ、ミズノ 

４協  力  （一社）庄原市観光協会、備北商工会、道後山高原サービス、ＢＴＭ 

ひば・道後山高原荘 

５期  日  平成 28 年 8 月 20 日(土)  受付 9:00～（各コース 1 時間前まで） 開会式 9:30～ 閉会式 13:20～（予定） 

６会  場  広島県庄原市西城町三坂  道後山高原クロカンパーク 

７種  目   

種  目 部     門 ｽﾀｰﾄ 種  目 部     門 ｽ ﾀ ｰﾄ 

1ｋｍファミリー

の部 

（保護者同伴

可） 

小学生男子 2 年生以下 

小学生女子 2 年生以下 

小学生男子 3･4 年生 

小学生女子 3･4 年生 

10：30 

5ｋｍの部 高校生女子 

高校生男子 

一般男子(19 歳～34 歳) 

一般男子(35 歳～49 歳) 

一般男子(50 歳～59 歳) 

一般男子(60 歳以上) 

一般女子(19 歳～34 歳) 

一般女子(35 歳～49 歳) 

一般女子(50 歳～59 歳) 

一般女子(60 歳以上) 

11：30 

1.5ｋｍの部 

（チーム対抗

競技も兼ね

る） 

小学生男子 5･6 年生 

小学生女子 5･6 年生 
10：40 

【広島県内小

学生チームの

み】 

「全国小学生

クロスカントリ

ーリレー研修

会」広島県予

選会 1.5ｋｍ 

広島県内の「小学生競技者登録」

済み団体の 

小学校 5・6 年 

男女混成チーム 

※参加および問合先： 

広島陸上競技協会事務局まで 

082-223-3256 

10：55 
男子広島

県高等学

校 ク ロス

カントリー

チ ーム レ

ース 

（5ｋｍ） 

広島県内の高等学校に在学し

高体連陸上競技登録者である

こと。 

学校対抗としエントリーを行い、

上位 5 名の合計タイムで競う。

（5 名でのエントリーも認める） 

下記のメールまで申し込む 

e-m ail :t -t akeuchi k952796@hi roshi ma-c .e d .j p  

問合せ先：広島県立熊野高等

学校 

 竹内大雄 

℡082-854-4155 

 

3ｋｍの部 中学生男子 

中学生女子 

高校生女子 

一般女子(19 歳～34 歳) 

一般女子(35 歳～49 歳) 

一般女子(50 歳～59 歳) 

一般女子(60 歳以上) 

一般男子(19 歳～34 歳) 

一般男子(35 歳～49 歳) 

一般男子(50 歳～59 歳) 

一般男子(60 歳以上) 

11：10 
女子広島県高

等学校クロス

カントリーチー

ムレース 

（3ｋｍ） 

広島県内の高等学校に在学し高体

連陸上競技登録者であること。 

学校対抗としエントリーを行い、上

位４名の合計タイムで競う。（４名で

のエントリーも認める） 

下記のメールまで申し込む 

e- m ai l ：t -t ak eu chi k 95 2 79 6 @hi r os hi m a -c. e d. j p  

問合せ先：広島県立熊野高等学校 

 竹内大雄 

℡082-854-4155 

 

 

 

8ｋｍの部 

 

７㎞地

点：50 分

で関門閉

鎖をする 

高校生男子 

一般男子(19 歳～34 歳) 

一般男子(35 歳～49 歳) 

一般男子(50 歳～59 歳) 

一般男子(60 歳以上) 

一般男子(登録競技者) 

一般女子(登録競技者) 12：00 

 

 

「第 1７回ひろしまクロスカントリー大会」要項 

兼 「全国小学生クロスカントリーリレー研修大会広島県予選会」 要項 

兼「第２回広島県高等学校クロスカントリーチームレース」要項 

（案） 

８ 参加資格  各コース完走のできる健康な人。 

          ただし、「8ｋｍの部」については、競技運営上、関門閉鎖時間（7 ㎞地点：50 分）を設ける。 

          一般の部(登録競技者)は、平成 28 年度日本陸上競技連盟登録者であること。 

９ 競技規則  平成 28 年度日本陸上競技規則及び大会要項による。 

10 チーム対抗競技及び申込み方法 

         学校対抗とし各校男女１チームとする。 

エントリーした選手の男子上位 5 名，女子上位 4 名の合計タイムで競う。 

         高体連陸上競技部各地区委員長から配信された選手参加申込書に必要事項を記入しメールで申込みを行う。          

11 申込方法   (1)メール申込み。 

          (2)大会当日，学校長公印を押印した選手参加申込書を提出する。 

             参加料は当日，受付にて支払をすること。申し込み後，棄権した選手も支払をお願いします。 

           （記録集計はチップを使い行うため） 

          （3）「広島県高等学校クロスカントリーチームレース」への参加は、下記のアドレスへ平成28 年7 月 15 日（金）

メールで申し込むこと。 

                      熊野高校 竹内 大雄    E メールアドレス：t-takeuchik952796@hiroshima‐c.ed.jp 

           ※「広島県高等学校クロスカントリーチームレース」への出場者は、「ひろしまクロスカントリー大会」へ重複

して申し込むことはできない。 

12 問合せ先と締め切り 

  (1)大会事務局 

            〒729-5792  広島県庄原市西城町大佐 737-3 庄原市教育委員会 西城教育室内 

                    「ひろしまクロスカントリー大会事務局」 ℡（0824）82-2121  Fax（0824）82-2811 

                                           e-mail：soumu-sai@city.shobara.lg.jp 

          (2)エントリーに関する問い合わせ（広島県高等学校クロスカントリーチームレース） 

                  〒731-4233  広島県安芸郡熊野町川角五丁目９番 1 号  

                  熊野高等学校 竹内大雄      ℡（０８２）８５４-４１５５ 

             (3 )申し込み締切り      平成 28 年７月 15 日(金)                       

             (4)参加料   

一   般   3,000 円  

中・高校生  1,000 円 （広島県高等学校クロスカントリーチームレース参加選手も 1 名につき 1,000 円） 

            小学生以下  800 円 （全国小学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ研修会」広島県予選会参加選手も１名につき 800 円）   

13 表  彰 （1）各部門、1 位から 8 位までを表彰する。（チーム対抗競技は別途、男女別 1 位～8 位まで表彰する。） 

        （2）川村 毅賞：ひろしまクロスカントリー大会最優秀選手に贈る。 

        （3）亀井郁夫賞：全国小学生クロスカントリー大会研修大会広島県予選会最優秀選手に贈る。 

        （4）表彰対象は、各部門終了後本部テント付近に集合する。但し、川村毅賞、亀井郁夫賞は総合表彰式 

          にて行う。 

14 その他   (1)競技中に発生した傷害・疾病について応急処置は主催者で行うが、以後は本人の責任とする。 

           (2)5Ｋｍ以上の種目には 3Ｋｍ毎に 1 ヶ所障害物を設置する。 

           (3)競技中の事故の自己責任と氏名等の大会印刷物等使用承諾を申し込み時に誓約すること。 

           (4)大会当日、地震発生及び警報（台風・大雨・洪水・暴風）が発令されていた場合、午前 6 時の時点で大会を中

止いたします。なお、大会中止の場合のみ庄原市ホームページに掲載します。 

           (5)大会当日が悪天候（警報）により、やむなく中止決定となった際、返金は行わず参加賞とパンフレット 

          を送付します。 

 



 

 

 

１主  催  （一財）広島陸上競技協会、庄原市、庄原市教育委員会、庄原市体育協会、中国新聞社、 

２後  援  中国陸上競技協会、広島県教育委員会、(公財)広島県体育協会、広島県高等学校体育連盟、 

広島県中学校体育連盟、広島県小学生体育連盟、テレビ新広島 

３協  賛  全農ひろしま、サントリーフーズ、ミズノ 

４協  力  （一社）庄原市観光協会、備北商工会、道後山高原サービス、ＢＴＭ 

ひば・道後山高原荘 

５期  日  平成 28 年 8 月 20 日(土)  受付 9:00～（各コース 1 時間前まで） 開会式 9:30～ 閉会式 13:20～（予定） 

６会  場  広島県庄原市西城町三坂  道後山高原クロカンパーク 

７種  目   

種  目 部     門 ｽﾀｰﾄ 種  目 部     門 ｽ ﾀ ｰﾄ 

1ｋｍファミリー

の部 

（保護者同伴

可） 

小学生男子 2 年生以下 

小学生女子 2 年生以下 

小学生男子 3･4 年生 

小学生女子 3･4 年生 

10：30 

5ｋｍの部 高校生女子 

高校生男子 

一般男子(19 歳～34 歳) 

一般男子(35 歳～49 歳) 

一般男子(50 歳～59 歳) 

一般男子(60 歳以上) 

一般女子(19 歳～34 歳) 

一般女子(35 歳～49 歳) 

一般女子(50 歳～59 歳) 

一般女子(60 歳以上) 

11：30 

1.5ｋｍの部 

（チーム対抗

競技も兼ね

る） 

小学生男子 5･6 年生 

小学生女子 5･6 年生 
10：40 

【広島県内小

学生チームの

み】 

「全国小学生

クロスカントリ

ーリレー研修

会」広島県予

選会 1.5ｋｍ 

広島県内の「小学生競技者登録」

済み団体の 

小学校 5・6 年 

男女混成チーム 

※参加および問合先： 

広島陸上競技協会事務局まで 

082-223-3256 

10：55 
男子広島

県高等学

校 ク ロス

カントリー

チ ーム レ

ース 

（5ｋｍ） 

広島県内の高等学校に在学し

高体連陸上競技登録者である

こと。 

学校対抗としエントリーを行い、

上位 5 名の合計タイムで競う。

（5 名でのエントリーも認める） 

下記のメールまで申し込む 

e-m ail :t -t akeuchi k952796@hi roshi ma-c .e d .j p  

問合せ先：広島県立熊野高等

学校 

 竹内大雄 

℡082-854-4155 

 

3ｋｍの部 中学生男子 

中学生女子 

高校生女子 

一般女子(19 歳～34 歳) 

一般女子(35 歳～49 歳) 

一般女子(50 歳～59 歳) 

一般女子(60 歳以上) 

一般男子(19 歳～34 歳) 

一般男子(35 歳～49 歳) 

一般男子(50 歳～59 歳) 

一般男子(60 歳以上) 

11：10 
女子広島県高

等学校クロス

カントリーチー

ムレース 

（3ｋｍ） 

広島県内の高等学校に在学し高体

連陸上競技登録者であること。 

学校対抗としエントリーを行い、上

位４名の合計タイムで競う。（４名で

のエントリーも認める） 

下記のメールまで申し込む 

e- m ai l ：t -t ak eu chi k 95 2 79 6 @hi r os hi m a -c. e d. j p  

問合せ先：広島県立熊野高等学校 

 竹内大雄 

℡082-854-4155 

 

 

 

8ｋｍの部 

 

７㎞地

点：50 分

で関門閉

鎖をする 

高校生男子 

一般男子(19 歳～34 歳) 

一般男子(35 歳～49 歳) 

一般男子(50 歳～59 歳) 

一般男子(60 歳以上) 

一般男子(登録競技者) 

一般女子(登録競技者) 12：00 

 

 

「第 1７回ひろしまクロスカントリー大会」要項 

兼 「全国小学生クロスカントリーリレー研修大会広島県予選会」 要項 

兼「第２回広島県高等学校クロスカントリーチームレース」要項 

（案） 

８ 参加資格  各コース完走のできる健康な人。 

          ただし、「8ｋｍの部」については、競技運営上、関門閉鎖時間（7 ㎞地点：50 分）を設ける。 

          一般の部(登録競技者)は、平成 28 年度日本陸上競技連盟登録者であること。 

９ 競技規則  平成 28 年度日本陸上競技規則及び大会要項による。 

10 チーム対抗競技及び申込み方法 

         学校対抗とし各校男女１チームとする。 

エントリーした選手の男子上位 5 名，女子上位 4 名の合計タイムで競う。 

         高体連陸上競技部各地区委員長から配信された選手参加申込書に必要事項を記入しメールで申込みを行う。          

11 申込方法   (1)メール申込み。 

          (2)大会当日，学校長公印を押印した選手参加申込書を提出する。 

             参加料は当日，受付にて支払をすること。申し込み後，棄権した選手も支払をお願いします。 

           （記録集計はチップを使い行うため） 

          （3）「広島県高等学校クロスカントリーチームレース」への参加は、下記のアドレスへ平成28 年7 月 15 日（金）

メールで申し込むこと。 

                      熊野高校 竹内 大雄    E メールアドレス：t-takeuchik952796@hiroshima‐c.ed.jp 

           ※「広島県高等学校クロスカントリーチームレース」への出場者は、「ひろしまクロスカントリー大会」へ重複

して申し込むことはできない。 

12 問合せ先と締め切り 

  (1)大会事務局 

            〒729-5792  広島県庄原市西城町大佐 737-3 庄原市教育委員会 西城教育室内 

                    「ひろしまクロスカントリー大会事務局」 ℡（0824）82-2121  Fax（0824）82-2811 

                                           e-mail：soumu-sai@city.shobara.lg.jp 

          (2)エントリーに関する問い合わせ（広島県高等学校クロスカントリーチームレース） 

                  〒731-4233  広島県安芸郡熊野町川角五丁目９番 1 号  

                  熊野高等学校 竹内大雄      ℡（０８２）８５４-４１５５ 

             (3 )申し込み締切り      平成 28 年７月 15 日(金)                       

             (4)参加料   

一   般   3,000 円  

中・高校生  1,000 円 （広島県高等学校クロスカントリーチームレース参加選手も 1 名につき 1,000 円） 

            小学生以下  800 円 （全国小学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ研修会」広島県予選会参加選手も１名につき 800 円）   

13 表  彰 （1）各部門、1 位から 8 位までを表彰する。（チーム対抗競技は別途、男女別 1 位～8 位まで表彰する。） 

        （2）川村 毅賞：ひろしまクロスカントリー大会最優秀選手に贈る。 

        （3）亀井郁夫賞：全国小学生クロスカントリー大会研修大会広島県予選会最優秀選手に贈る。 

        （4）表彰対象は、各部門終了後本部テント付近に集合する。但し、川村毅賞、亀井郁夫賞は総合表彰式 

          にて行う。 

14 その他   (1)競技中に発生した傷害・疾病について応急処置は主催者で行うが、以後は本人の責任とする。 

           (2)5Ｋｍ以上の種目には 3Ｋｍ毎に 1 ヶ所障害物を設置する。 

           (3)競技中の事故の自己責任と氏名等の大会印刷物等使用承諾を申し込み時に誓約すること。 

           (4)大会当日、地震発生及び警報（台風・大雨・洪水・暴風）が発令されていた場合、午前 6 時の時点で大会を中

止いたします。なお、大会中止の場合のみ庄原市ホームページに掲載します。 

           (5)大会当日が悪天候（警報）により、やむなく中止決定となった際、返金は行わず参加賞とパンフレット 

          を送付します。 

 


