
男子第６５回・女子第２７回東海高等学校駅伝競走大会要項 

 

１ 主  催    東海高等学校体育連盟  三重・愛知・静岡・岐阜各県陸上競技協会 

         三重・愛知・静岡・岐阜各県教育委員会 

２ 後  援     毎日新聞社 岐阜市・羽島市各教育委員会 

３ 主  管    岐阜県高等学校体育連盟 （一財）岐阜陸上競技協会 

４ 期  日   平成２８年１１月２７日(日) 雨天決行    

                 開会式 平成２８年１１月２６日（土） 

５ 出発時間   男子 ・ 女子１０時同時スタート 

６ コース    男子 岐阜県庁 ～ 羽島市小熊町 折返し ２往復(42.195 km) 

         女子 岐阜県庁 ～ 羽島市小熊町 折返し １往復(21.0975 km) 

７ 区間・距離と通週予定時刻 

  【 男 子 】                【 女 子 】  

 第１区（10.0km）  10:00 岐阜県庁      第１区（ 6.0km）  10:00 岐阜県庁 

  ２区（ 3.0km）  10:30 羽島市小熊町東小熊  ２区（ 4.0975km）10:19 高桑小熊大橋 

  ３区（ 8.0975km）10:39 羽島市小熊町江頭   ３区（ 3.0km）  10:32 羽島市小熊町東小熊 

  ４区（ 8.0975km）11:03 岐阜県庁       ４区（ 3.0km）  10:42 羽島市小熊町江頭 

  ５区（ 3.0km）  11:27 羽島市小熊町江頭   ５区（ 5.0km）  10:52 柳津町高桑塚の上 

  ６区（ 5.0km）  11:36 羽島市小熊町東小熊  Ｆ （21.0975km）11:08 岐阜県庁 

  ７区（ 5.0km）  11:51 柳津町高桑塚の上 

  Ｆ （42.195km） 12:06 岐阜県庁 

８ 競技規定 

（１）競技規則は、２０１６年度日本陸上競技連盟競技規則及び駅伝競走規準と、全国高等学校駅伝競 

走規則、本大会規定に準拠する。 

（２）学校対抗とし（１校１チーム）、チーム編成については男子は監督１名・選手１０名、女子は監督 

   １名・選手８名とする。 

（３）オーダーは規定の用紙に記入し、大会前日監督者会議で提出する。 

（４）オーダー提出後、やむを得ず変更が生じた場合は補員をその区間の交代として補充し、医師の診断 

   書を添えてスタート１時間前までに本部に申し出ること。 

（５）引継にはタスキを用いる。タスキは主催者が用意し監督会議で渡す。 

（三重：緑色 愛知：水色 静岡：黄色 岐阜：赤色） 

（６）ナンバーカードは主催者で準備する。 

（７）競技中の伴走は、一切認めない。 

（８）選手は道路の左端を走ることを厳守し、途中で事故等があった時は道路の端にて救護車を待つこと。 

９ 参加資格 

（１）各県予選において第６位までに入賞したチームに限る。 

（２）出場者は、平成９年４月２日以降生まれであること。ただし、転校後６ヶ月以内（平成２８年５月 

   ２７日以降）の者は出場できない。 

（３）全日制と定時制・通信制の混成チームは認めない。 

（４）その他については、全国高等学校駅伝競走大会の参加基準に準ずる。 

１０ 参加制限 

（１） 外国人留学生の参加については、２名以内とし出場については１名とする。ただし、第１区を除い 

た区間に起用すること。 

１１ 表 彰 

（１）優勝校には、優勝旗を授与する。 

（２）総合第１位から第３位までには賞状、トロフィー、メダルを、４位から１０位までには賞状を授与 

   する。区間優勝者には、区間賞を授与する。 

１２ 参加料   ①参加料       １チーム 男子１５，０００円  女子１２，０００円  

        ②選手輸送代      １チーム 男子１０，０００円  女子１０，０００円 

              ③ナンバーカード代   １チーム 男子 ５，０００円  女子 ４，０００円 

１３ 申込規定 

（１） 出場校は所定の参加申込用紙２部に必要事項を記入し、必要経費を添えて各県高体連委員長に申

し込むこと。 



（２）期 日 

○１１月１０日（木）までに各県高体連専門委員長宛〔三重県は１６日（水）まで〕 

○１１月１５日（火）までに各県高体連専門委員長は、１部を岐阜県高体連専門委員長（内田）に 

 提出する（三重県は決まり次第） 

＊各県高体連専門委員長は、「参加申込データ入力用シート」を各県ごとに取りまとめて作成し、 

１１月１４日（月）までに下記メールアドレスに送付すること。〔三重県は１６日（水）まで〕 

＊なお、大会終了後各県専門部は、大会結果を下記メールアドレスに送付願います。 

送付先： 岐阜県高体連陸上競技専門部  森田 耕平 

メールアドレス p40407@gifu-net.ed.jp    TEL 090-9465-3940 

（３）各県の申込場所 

三 重 県 

〒511-0937 三重県桑名市志知東山 2839   

 三重県立桑名西高等学校   向井 俊哉 

 TEL 0594-31-2521  FAX 0594-31-0035 

愛 知 県 

〒457-0833 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町 5-1-11 

 愛知県立名古屋南高等学校   石井 哲郎 

 TEL 052-613-0001  FAX 052-614-4884 

静 岡 県 

〒410-2143  静岡県伊豆の国市韮山 229 

 静岡県立韮山高等学校  川口 雅司  

 TEL 055-949-1009  FAX 055-949-1074 

岐 阜 県 

〒501-3903  岐阜県関市桜ケ丘 2-1-1   

 岐阜県立関高等学校  内田 匡俊  

 TEL 0575-22-5688  FAX 0575-23-7089 

本大会主催者は、この大会に参加する総ての競技者の個人情報を競技運営に必要とする要件等に利 

用する。また、競技者は大会プログラム、インターネット（肖像権および映像）に、姓名、年齢（学

年）、所属および大会成績が掲載、転載により公開されることを了承の上、参加申し込みをすること。 

１４ 監督会議ならびに開・閉会式の日時と場所 

  ・監督会議 １１月２６日（土） １４：００～   岐阜県水産会館 会議室 

  ・開会式  １１月２６日（土） １５：３０～   OKB ぎふ清流アリーナ 

  岐阜市薮田南２丁目 1 番 1 号 TEL (058)272-1336  

各チームの監督、選手は全員参加すること。 

  ・閉会式  １１月２７日（日） １３：３０頃   OKB ぎふ清流アリーナ  

        各チームの監督、選手は全員参加すること。 

１５ 注意事項（招集時刻・場所等） 

（１） 選手輸送は、すべて主催者の用意するバスで行う。このバスに乗車できる者は、選手ならびに各中 

継所１名の付き添い者に限る。選手、付添者１名はＩＤカードを首から下げ係員に確認してもらっ   

てから乗車すること。これを第１点呼とする。男子第１区、第４区、女子の第１区の第１点呼につ   

いてはチーム受付をもって第１点呼とする。最終点呼は出発地点及び中継地点とし通過予定時刻

２０分前から行う。 

（２）選手輸送バス分担金として、１チーム 10,000 円を申し込みと同時に納入のこと。 

（３）コースには別紙の通り各区間に必要なポイントが書かれているため、各学校での距離表示等を禁止 

   する。 

１６ 荷物運搬  選手の荷物運搬車は用意しないので次の走者と連携をとり、工夫すること。 

１７ 監督用バス 

   監督（１名）用バスは主催者が用意する。交付された ID カードを首から下げて乗車すること。 

１８ ナンバーカード 

主催者が用意し、監督会議で渡す。ユニフォームの胸背部に確実に付けること。 

（男子５，０００円  女子４，０００円） 

１９ 救急処置 

競技中の選手の事故については、主催者が応急処置をするが、以後の責任は負わない。各自保険証 

を持参すること。 

２０ 宿泊   別紙宿泊要項のとおりとする。 

２１ 本部宿舎 岐阜キャッスルイン 〒500-8176 岐阜市県町 2-8 TEL 058-262-3339 

mailto:p40407@gifu-net.ed.jp

