
中国中学校《男子第７８回・女子第２７回》駅伝競走大会要項  
 

１ 主  催  広島陸上競技協会、広島県中学校体育連盟、広島県教育委員会、中国新聞社 
２ 主  管  中国中学校駅伝競走大会実行委員会、東広島市陸上競技協会  
３ 後  援  東広島市、東広島市教育委員会、広島県体育協会、東広島市体育協会 
４ 協  賛   大創産業、日興ホーム、イームル工業 
５ 助  成  久保スポーツ振興基金 
６ 期  日  平成２９年１１月１９日（日）  （雨天決行） 
         【女子の部】  １２時１５分スタート 
         【男子の部】  １２時３０分スタート  
７ 会  場  アクアパーク（東広島運動公園） ｽﾀｰﾄ・ﾌｨﾆｯｼｭ 
         〒739-0036 東広島市西条町田口67-1  電話(082)425-2525 
                   陸上競技場～女子 御薗宇ランプ 折り返し 
                                         男子 氏神社前      折り返し 
８ 区間と距離 
 【女子の部】 
 第１区 ｱｸｱﾊﾟｰｸ(東広島運動公園)陸上競技場         ～ ががら口             ３．０km 
 第２区 ががら口           ～ 鏡山公園入口         ２．３km 
 第３区 鏡山公園入口～〔御薗宇ランプ下 折り返し〕～鏡山公園入口    １．８km 
 第４区 鏡山公園入口         ～ ががら口           ２．３km 
 第５区 ががら口           ～  ｱｸｱﾊﾟｰｸ（東広島運動公園）陸上競技場              ２．８km 
                                                               総延長 １２．２km 
 【男子の部】 
 第１区 ｱｸｱﾊﾟｰｸ(東広島運動公園)陸上競技場         ～ ががら口              ３．０km 
 第２区 ががら口           ～ 広島大学大学会館前      ３．０km 
 第３区 広島大学大学会館前      ～ 鏡山公園入口         ２．７km 
 第４区 鏡山公園入口～〔氏神社前 折り返し〕～広島大学内郵便局前    ３．０km 
 第５区 広島大学内郵便局前      ～ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ西条町田口店前    ２．９km 
 第６区 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ西条町田口店前    ～  ｱｸｱﾊﾟｰｸ（東広島運動公園）陸上競技場          ３．０km 
                                                              総延長 １７．６km 
９ 参加資格及びチーム編成  
   【男女共通】 

（１）広島県中体連に加盟する学校の生徒で、校長が参加を認めた者。引率・監督は当該校の校 
長・教員であること。 

  （２）年齢は、平成１４年４月２日以降に生まれた者に限る。 
  （３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年の６月３０日までに各郡市の中学校体育 

連盟を通して広島県中学校体育連盟に申し出ること。  
   【女子の部】 
   (１) 広島県中学校体育連盟加盟校の女子生徒で、各郡市代表数は次の通りとする。  
 

  代表数   ８校    ５校   ４校     ３校    ２校    １校  

郡市名  
広島 

東広島  

福山 
安芸 
江田島  

呉 
尾道 
三原  

大竹・廿日市 
三次 

山県 世羅 

安芸高田 庄原 
豊田・竹原 

府中 神石 

開催郡市 

 
 （２）代表選考に漏れた中から各郡市中学校体育連盟が推薦し、主催者が認めたチームは出場で 
   きる｡《推薦基準は、平成２９年１０月２２日（日）までのトラックの公式大会（陸上競技 
   協会主催の大会・記録会など）において、５人の３０００ｍ平均タイムが１１分２９秒台まで、 

または１５００ｍ平均タイムが５分１９秒台までのチーム》 
   (３) チームは、選手８名、監督１名の計９名で編成する。  
   【男子の部】 
   (１) 広島県中学校体育連盟加盟校の男子生徒で、各郡市代表は次の通りとする。 
 

  代表数   ８校    ５校   ４校     ３校    ２校    １校  

郡市名  
広島 
東広島  

福山 
安芸 
江田島  

呉 
尾道 
三原  

大竹・廿日市 
三次 

山県 世羅 
安芸高田 庄原 
豊田・竹原 

府中 神石 

開催郡市 

 
（２）代表選考に漏れた中から各郡市中学校体育連盟が推薦し、主催者が認めたチームは出場で  

    きる｡《推薦基準は、平成２９年１０月２２日（日）までのトラックの公式大会（陸上競 
     技協会主催の大会・記録会など）において、６人の３０００ｍ平均タイムが９分５９秒台 
    までのチーム》 
   (３) チームは、選手９名、監督１名の計１０名で編成する。  
10 大会負担金 
 （１）登録選手一人につき、９００円とする。 
 （２）納入方法 
      １１月１５日（水）の監督会議受付にて参加生徒数分の納入を行うこと。  
11 競技規定 
  (１) 本大会は、2017年度日本陸上競技連盟駅伝競走基準および本大会規定によって行う｡ 
  (２) 学校対抗とする。  
  (３) 競技中は、一切の伴走を認めない。  
  (４) 参加申込後のエントリー変更は認めない。  
    （申込書には、予想オーダーの１～６区・補員（男子）、１～５区・補員（女子）の順  
    に記載すること。）  
  (５) 正式オーダーは、１１月１９日（日）の９時００分から９時２０分までに全チーム必ず  

大会本部受付に提出すること。  
  (６) 正式オーダーは、エントリーした選手（男子９名、女子８名）で編成すること。  
    （予想オーダーと正式オーダーは異なってもよい。）  
  (７) 競技運営上、繰り上げ出発することがある。  



  (８) タスキ・ナンバーカードは、主催者で準備する。配布されたナンバーカードはユニフォ  
    ームの胸と背に確実に着けること。  
  (９) 上記の競技規定に違反した場合は失格の原因となる。なお、監督会議の欠席や大会運営  
    に大きな支障をきたした場合も失格となることがある。  
   (10) 競技注意事項参照のこと｡ 
12 表  彰   
  (１) １０位までに下記賞杯を授与し表彰する。  
     優勝     中国新聞社優勝旗 レプリカ メダル 賞状 副賞  
     ２位     準優勝カップ レプリカ メダル 賞状 副賞 
     ３位     トロフィー メダル 賞状 副賞 
     ４～１０位  トロフィー 賞状 
     区間賞    １位に盾 賞状  ２位～３位に賞状 
     監督賞    優勝チームの監督にトロフィー 
  (２) 全員に参加賞 
13 申し込み （１）申込方法 〈県中体連ＨＰを参照〉選手登録シートに必要事項を入力し電子ー

ルプリントアウトした申込書（校印を押した物）を提出すること。 
       （２）申込期日  平成２９年１０月２４日（火） １７時必着（厳守すること） 
       （３）申 込 先  各地区中学校体育連盟陸上競技専門委員長 宛  
        広島地区（広島市） 
          〒731-3165 広島市安佐南区伴中央1-7-1    ℡082-848-0017 
                 広島市立伴中学校     竹 川 雄 一  宛 
        大竹・廿日市地区（大竹市・廿日市市） 

〒738-0025  廿日市市平良2-2-34           ℡0829-32-8200 
           廿日市市立七尾中学校   渡 邊 悦 久  宛 

        芸北地区（安芸高田市・山県郡）  
          〒731-1532  山県郡北広島町古保利450     ℡0826-72-3101 
                 北広島町立千代田中学校  竹 下 文 康  宛 
        呉・賀茂地区（呉市・安芸郡・江田島市）  
          〒737-0072  呉市東畑2-7-38             ℡0823-21-6210 
                                  呉市立東畑中学校     大 栗 邦 裕  宛 
        東広島市  
          〒739-0034 東広島市西条町大沢25-2       ℡082-425-0007 
                 東広島市立向陽中学校   二 川 義 美  宛 
        南部地区（尾道市・三原市・竹原市・豊田郡・世羅郡）  
          〒722-0046 尾道市長江3-10-4          ℡0848-37-3971 
                 尾道市立長江中学校    仁 井 大 輔  宛 
        福山地区（福山市・府中市・神石郡）  
          〒729-3103 福山市新市町新市1305            ℡0847-52-5534 
                 福山市立新市中央中学校  高 地 浩 司  宛 
        備北地区（三次市・庄原市）  
          〒728-0006 三次市畠敷町1860            ℡0824-62-5770 
                 三次市立八次中学校    犬 石 国 男  宛 

（４）準備委員会 ①期日 平成２９年１０月２５日（水） １３：００～ 
                ②場所 東広島市向陽中学校 

                                〒739-0034 東広島市西条町大沢２５－２  
14 監督会議  平成２９年１１月１５日（水） １４時３０分～  
         アクアパーク（東広島運動公園）体育館 １階 武道場 
                  〒７３９－００３６ 東広島市西条町田口６７－１ 電話(082)425-2525 
15 当日受付  平成２９年１１月１９日（日） ９時００分～９時２０分  
         アクアパーク（東広島運動公園）陸上競技場の正面入口  
16 開閉会式  開会式 １０時００分～     アクアパーク（東広島運動公園） 体育館 
        閉会式 １４時４５分（予定）～  アクアパーク（東広島運動公園） 体育館 
17 そ の 他   
  (１) 各中継所は別紙略図による｡ 
   (２) 選手は、事前に必ず健康診断を受けておくこと。  
  (３) 競走中の事故または傷病については応急処置のみとし、その後の対応はスポーツ傷害保  
    険を適応するのみとする。  
    （主催者は、参加者全員を被保険者として傷害保険に加入する。）  
  (４) 出場校監督は、必ず競技役員として運営を手伝うこと。また、他に競技役員１名を各学  
    校より必ず派遣すること。（名前は別紙により参加申込時に提出する。）  
  (５) ナンバーカード・スタート順は、前回大会の成績によるものとする。  
 （６）本大会の男女それぞれの優勝チームを第２６回全国中学校駅伝大会の広島県代表チーム  
    として推薦する。  
 （７）個人情報のうち、大会運営に必要な選手名・学年・所属について公開します。尚、報道機 
   関に記録の提供を求められ際には記録の提供をします。参加校にあってはその旨を承諾の  
  うえ参加申し込みを行うこと。  
18 問い合わせ・連絡先 
   ★大会前日まで 
     〒７３０－０８５４ 広島市中区土橋町７番１号  
                中国新聞企画サービス 中国中学校駅伝競走大会事務局  
                 （電 話） ０８２－２３６－２２４４  
                 （ＦＡＸ） ０８２－２９４－０８０４  
     〒７３９－００３４ 東広島市西条町大沢２５－２  
                東広島市立向陽中学校  二川 義美   
                 （電 話） ０８２－４２５－０００７  
                 （ＦＡＸ） ０８２－４２５－０００９  
     〒７３９－００３６ 東広島市西条町田口６７－１  
                                アクアパーク（東広島運動公園）陸上競技場  
                 （電 話） ０８２－４２５－２５２５  
                                    アクアパーク（東広島運動公園）体育館 


