
中国中学校《男子第８１回・女子第３０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、中国新聞社 

２ 共  催  広島県教育委員会 

３ 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 

４ 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(申請予定) 

５ 協  賛   日興ホーム、大創産業、ＧＡパートナーズ、キリンビバックス、大和証券（調整中） 

６ 助  成  久保スポーツ振興基金、エネルギア文化・スポーツ財団 

 

７ 期  日  令和２年 １１月１５日（日）  （雨天決行）   

         【女子の部】   １０時３０分スタート予定        

         【男子の部】   １２時３０分スタート予定   

 

８ 会  場  東広島運動公園内特設コース 陸上競技場内スタート・フィニッシュ 

         〒739-0036 東広島市西条町田口67-1  電話(082)425-2525 

                        

９ 区間と距離 

 【女子の部】 

 第１区 陸上競技場～駐車場～野球場～陸上競技場    ３．１km 

 第２区 陸上競技場～多目的グラウンド～陸上競技場   １．７km 

 第３区 陸上競技場～駐車場～陸上競技場             ２．３km 

 第４区 陸上競技場～駐車場～陸上競技場           ２．３km 

 第５区 陸上競技場～駐車場～野球場～陸上競技場    ２．９km 

                                                        総延長   １２．３km 

 【男子の部】  

 第１区 陸上競技場～駐車場～野球場～陸上競技場       ３．１ km 

 第２区 陸上競技場～駐車場～野球場～陸上競技場        ２．８５km 

 第３区 陸上競技場～野球場～陸上競技場          ２．５ km 

 第４区 陸上競技場～駐車場～野球場～陸上競技場     ２．８５km 

 第５区 陸上競技場～駐車場～野球場～陸上競技場      ２．８５km 

 第６区 陸上競技場～駐車場～野球場～陸上競技場        ２．９ km 

                                                       総延長  １７．０５km 

 

10 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・部活指導員であること。 

  （２）年齢は、平成１７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２８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。） 

（４）２０２０年度の日本陸連並びに広島陸協登録選手であること。 

   

 【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、２０２０年３月１４日から２０２０年１０月１８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１５

００ｍ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、２０２０年３月１４日から２０２０年１０月１８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。 

 

11 大会負担金 

 （１）登録選手一人につき、１,２００円とする。 

 （２）負担金の振込先 
銀 行 名：「広島銀行安芸府中支店」 

       口 座 名：「一般財団法人広島陸上競技協会 会長 三宅 勝次」     
口座番号：「普通預金 ３０８９８７３」 

※なお、振り込みの際には、会計処理上の都合から、各学校の県登録番号の前に 
「ツ」をつけて略字名で振り込むこと。 

例：広島市立祇園中学校の場合 
→学校番号が１３００なので、「ツ１３００ギオン」とする。 

※略字はカタカナで「〇〇立」などや「中学校」は、つけない。 
 
（３）振り込み締め切り：１０月 ２１日（水）完了厳守 

    （負担金振り込みが完了しないと正式受付とならないので注意すること） 
     ※振り込みの期日を必ず厳守願います。なお、大会負担金は、大会が中止となっても  

大会準備のための支出が発生した段階では、返金は致しませんのでご了承願います。 
 
12 競技規定 

  (１) 本大会は、2020年度日本陸上競技連盟駅伝競走規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１５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・アスリートビブスは、主催者で準備する。配布されたアスリートビブス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｡ 

 

13 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 



 

14 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メールで入力デ

ータを送信し、さらにプリントアウトした申込書（校印を押した物）・大会参加

 申込書を提出すること。 

       （２）申込期日 令和２年 １０月２１日（水） 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 

                        ※各地区の申込み先メールアドレスは、予選会後に地区ごとで 

                 お知らせ致します。 

  広島地区（広島市） 

          〒731-0138 広島市安佐南区祇園5-39-1     ℡082-874-0055 

                 広島市立祇園中学校    竹 川 雄 一  宛 

        大竹・廿日市地区（大竹市・廿日市市） 

〒739-0488  廿日市市大野414              ℡0829-56-2177 

           廿日市市立大野東中学校  中 次 伸  彦  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） 

          〒732-4214  安芸郡熊野町中溝6-1-1       ℡082-854-0109 

                                熊野町立熊野中学校     平 岡 健太朗  宛 

        東広島市 

          〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山82-1       ℡0823-82-2039 

                 東広島市立黒瀬中学校   佐 藤   豊  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） 

          〒720-2123 福山市神辺川北1401-1            ℡084-963-3400 

                 福山市立神辺西中学校   髙 地 浩 司  宛 

        備北地区（三次市・庄原市） 

           〒727-0301 庄原市比和町比和 1052        ℡0824-85-2110 

                  庄原市立比和中学校     見 越 勇 太  宛 

（４）準備委員会 ①期日 令和２年１０月２７日（火） １３：００～ 

                ②場所 東広島市立向陽中学校 

                                〒739-0034 東広島市西条町大沢２５－２ 

 

15 監督会議  令和２年１１月１１日（水） １４時３０分～  

         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 

 

16 当日受付  令和２年１１月１５日（日） ９時００分～９時２０分 

         東広島運動公園陸上競技場の正面入口 

 

17 表彰式   ※開閉開式は、新型コロナウイルス感染症対策のため実施しません 

        表彰式 女子の部１２時４０分（予定）～  東広島運動公園 体育館 

男子の部１４時００分（予定）～  東広島運動公園 体育館 

 

18 新型コロナウイルス感染予防対策について 

 

   本大会は、日本陸連「ロードレース再会についてのガイダンス」並びに「令和２年度広島県高等学校総合 

体育大会代替大会実施上の感染拡大予防ガイドライン」に基づく県内中学校各種大会実施に向けての感染拡

大予防の取り組み」に沿って競技会運営を行う。ガイダンス最新版は、日本陸連ホームページに掲載され

ているので、大会参加者は必ず事前に確認し感染症対策を徹底したうえで参加すること。 

 



（１） 今後の感染状況の変化によりガイダンスが更新された場合、大会要項を変更する可能があるので  
了承の上で申し込むこと。 
 

（２） 大会２週間前～前日までの事前の取り組みとして、以下が必要である。 
 

（競技者） 
〇「様式Ａ：同意書」 を保護者が記入して、引率者に提出する。     
〇「様式Ｂ：体調記録表」を２週間分記入して引率者に報告し、本人が保管する。 
〇「様式Ｄ：行動履歴書」を２週間分記録し、大会終了後１ヶ月間保管しておく。 
 

（引率者） 
〇「様式Ｂ：体調記録表」と「様式Ｄ：行動履歴書」を２週間分記入し大会終了後１ヶ月間各自で保

管しておく。 
    〇「様式Ｃ：同行者体調記録表」に競技者・引率者の２週間分の記録内容をまとめ 
      て記入する。 

※「様式Ｃ：同行者体調記録表」のみ大会当日、学校受付時にて提出。 
 

（大会役員・審判等の大会関係者） 
〇「様式Ｂ：体調記録表」と「様式Ｄ：行動履歴書」を２週間分記入し、大会終了後１ヶ月各自で保

管していくこと。 
〇「様式 E：来場者体調記録表」を役員受付時に提出する。 
 

                 ＜それぞれの準備必要書式＞ 
               
        
 
 
 
 
 

 
※大会役員・審判員を含め必要書式をダウンロードして記入のうえ、大会当日 
審判受付にて提出すること。 
 

〇本大会の観戦について 
本大会は、安心・安全な大会実施を基本として運営を進めるため、大会当日の観戦については、

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、保護者並びに一般の方々には、「観戦の自粛」をお
願いし、公園内・コース内での観戦は禁止とする。 

 
19 そ の 他  

 

(１) コース図・中継所付近図は別紙略図による｡（後日、配布） 

 

(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) アスリートビブス番号・スタート順は、前回大会の成績を基に決定する。 

 

 （６）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。 

 

  （７）本大会に向けての試走は、公園内での安全や新型コロナ感染防止の点からも一切行わないものとする。 

    （大会当日、コースの確認のために７：３０～９：３０の間、コースの下見時間を設ける。） 

 

 （８）本大会の当日は、各校とも選手・補員のみの引率とすること。応援生徒などを連れてこない。（生徒役員は除く） 

様式 選手（部員） 引 率 者 大会役員・審判等関係者 

Ａ：同意書 必要   

Ｂ：体調記録表 必要 必要 必要 

Ｃ：同行者体調記録表  必要  

Ｄ：行動記録表 必要 必要 必要 

Ｅ：来場者体調記録表   必要 



 

 （９）本大会では、選手並びに引率者、競技役員も含め、マスクを着用し、集団で行動するときにはソーシャル 

デイスタンスを心がけ、可能な限り感染防止の意識を持って行動すること。 

 

（10）大会主催者は、競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負わない。 

 

（11）ウイルス性の感染症等や悪天候を含む、競技会の運営および安全確保に支障をきたす不可抗力 

事態が発生、または発生する恐れがある場合は、主催者は必要に応じて大会中止、一部中止、 

日程変更を含む競技会の内容を変更することがある。 

 

20 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 

 

   〒７３９－２６１２ 東広島市黒瀬町丸山８２－１ 東広島市立黒瀬中学校 

佐 藤  豊        （電 話） ０８２３－８２－２０３９     

                            （ＦＡＸ） ０８２３－８２－２１８９ 

                           

   〒７３９－００３６ 東広島市西条町田口６７－１  （電 話） ０８２－４２５－２５２５  

東広島運動公園 陸上競技場／体育館  

 

                                                         

 


