
令和元年度 鹿児島県中学校総合体育大会

駅 伝 競 走 大 会 要 項

鹿児島県中学校総合体育大会１ 大 会 名
第３２回女子・第６８回男子 鹿児島県中学校駅伝競走大会(兼全国・九州大会予選)

令和元年１１月６日（水）～７日（木）２ 期 日

令和元年１１月６日（水） 監督会 ４：００～１４：４５ （指宿市民会館2F大会議室)３ 日 程 １
開会式 ５：００～１５：３０ (指宿市民会館大ホール)１

７日（木） 女子スタート １０：００
スタート １１：１０男子

(交通規制時刻 ９：４５～１２：３０ ）
(交通規制解除 １２：３０～ 予定 ）

閉会式 １４：００～１４：３０ (指宿市民会館大ホール)

『指宿市営陸上競技場 ～ 魚見 「折り返しコース」』４ 会 場

各地区中体連に加盟している中学校生徒で，同一学校で編成されたものとする。５ 参加資格 ⑴
健康診断を受け，大会出場に支障がないと認められた者とする。⑵
監督は当該中学校の学校職員（常勤）とする。⑶
（部活動指導員・事務職員・主事・司書補等も可）
引率業務は，当該中学校の校長・教員・部活動指導員とする。⑷
学校職員以外のコーチは学校長が認めた者とする。⑸
鹿児島県中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者，監督，⑹

コーチ等は，部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等（以下「暴力等」）により，任
命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとする。校長はこの点を
確認して，大会申込書を作成する。なお，外部の指導者は校長から暴力等に対する指導
措置を受けていないこととする。

６ 参加制限
地区名 参加校数 地区名 参加校数 地区名 参加校数

６ ３ ２鹿児島市郡 出水地区 熊毛 地区

４ ５ ４南薩 地区 姶良・伊佐地区 大島 地区

３ ５日置 地区 肝属 地区

川薩 地区 曽於 地区 計 39４ ３

〈女子〉 監督１名 コーチ１名 選手５名 補欠３名 計１０名７ チーム編成
〈男子〉 監督１名 コーチ１名 選手６名 補欠４名 計１２名

〈女子〉 １区３ｋｍ ２区２ｋｍ ３区２ｋｍ ４区２ｋｍ ５区３ｋｍ ５区間 計１２ｋｍ８ 区間距離

〈男子〉 １区４ｋｍ ２区３ｋｍ ３区３ｋｍ ４区３ｋｍ ５区３ｋｍ ６区４ｋｍ ６区間 計２０ｋｍ



令和元年度日本陸上競技連盟規則ならびに駅伝競走基準に準じて行い，さらに次の９ 競技規則 ⑴
以降の本大会規則を適用する。⑵
女子第１区から第５区，男子第１区から第６区のオーダーは監督会議の受付時（１１月６日⑵

（水）午前１１：００～１２：００。指宿市民会館２Ｆ大会議室前）に提出する。登録者に変更がある場
合には，『登録者変更届』にて，監督会議受付時までに提出する。

オーダー提出後の競技者変更は，補欠をその区間の交代として補充し，『競技者変更
届』を大会当日午前７：５０～８：００の間に大会本部(クラブハウス)に提出する。

・中継所・走路・ゴール等は，別紙「コース詳細」による。⑶ スタート
レース中競技者が不慮の事故等のため競技を中止した場合は，次走区より次走者を最⑷

終走者と同時に出発させ，オープンとして取り扱い，総合成績は認めず，事故にあった区
間以外の区間記録を認める。
またオーダー提出後，不測の事態等によりレースが区間を満たす人員に満たない場合，

オープン参加とし，個人成績を認め，区間配置は第1区から順次配置する。
運営上，大会本部，スタート，中継所，ゴール地点の前後２０ｍを立ち入り禁止とする。⑸
車類および人による伴走，ならびに飲食物の補給，その他の援助を行うことはできない。⑹

。これに類するまぎらわしい行為のあったチームは失格とする
また，登り旗を携帯した状況での応援は堅く禁⑺ 道路沿いへの登り旗の設置は禁止する。

止する。
競技場における横断幕および登り旗（１校５本以内）設置については，場所・設置時間帯

ただし，体育館事務室前への設置は禁止する（事務室から競技場を等特に禁止しない。
。見ることができないため）

タスキは各学校で準備する。⑻
タスキは，肩から脇下に掛けて走ること。また，前走者は両手でタスキを渡し，次走者は⑼

左手で受け取るようにする。
選手はいかなる場合でも道路の中央線より左側を走らなければならない。ただし，交通⑽

指導の警察官または，係・役員の指示のある時は，この限りではない。
抽選にて決める。そ⑾ 第１区（第１走者）のレーン順は，レース前日（監督会議受付時）の

れぞれ13チームずつの3列とする。また，出発は次のように合図する。
出発の１分前・３０秒前・１０秒前を知らせる。①

②スターターは，１０秒前の後に「オン・ユア・マークス」と合図する。
③競技者は「オン・ユア・マークス」の合図でスタートラインに並び，ピストルの合図でスタ
ートする。

※必ず体を静止し，不発の場合でもスタートする。原則として，やり直しはない。
選手招集時刻は，通過予定時刻の１５分前とし，そのまま待機し，役員の指示に従い行⑿

動する。招集時刻に遅れた場合は棄権したものとみなす。
選手は本部規定のナンバーカードを胸部と背部に，確実につける。折り曲げて使用せ⒀

ず，そのままのサイズでつける。（男子：黄色，女子：ピンク色）
（※ナンバーカードは女子チーム２，５００円，男子チーム３，０００円で大会前日に配布する。）

開・閉会式には，監督および登録選手全員参加すること。10 会議・式典 ⑴

選手宣⑵ 開会式に先立ち，リハーサルを行う。昨年度優勝校・準優勝校の主将，ならびに

誓者（今年度は南薩地区代表校）は，１１月６日（水）１４時３０分に指宿市民会館大ホール

に集合する。
（鹿児島市郡 →南薩 →日置 →川薩 →出水 →姶良・伊佐 →肝属 →
曽於 →熊毛 →大島）
監督会議には，必ず監督が出会すること。代理は一切認めない。⑶

団体賞 １位（優勝旗） ２位（準優勝杯） １～６位（賞状）11 表 彰 ⑴
個人（区間）賞 各区間１～３位（賞状）⑵



申し込みは，各校単位で申し込むこと。なお，事前申込手続は以下の①～④とする。また，12 申込方法
⑤～⑧は大会会場での手続とする。

【各代表校 処理事項】

・・・地区中体連専門部長までの締め切り日 期日厳守期限 １０月１５日（火）

事前処理事項】【
「申込書-駅伝①」（男女別） ・ 帯同審判員として参加の協力をお願いします①
「外部コーチ確認書（学校長承認書）」 ・ 外部コーチがいる学校（チーム）のみ。②
県中体連参加申込(登録)料 ・ 500円×登録人数 （注：補欠を含む）③
ナンバーカード料 ・ 女子チーム2,500円，男子チーム3,000円④

会場処理事項】【
＜ ＞レース前日 １１月６日（水）
「登録者変更届-駅伝②」 ・ ①の提出後，登録者に変更がある場合のみ提出。⑤

監督会議受付にて締切。
「出走者申込書-駅伝③」(男女別)⑥
各種領収証 ・ 各種領収証は監督会受付時に受け渡す予定⑦

※⑤～⑦ ・ 監督会議受付にて提出のこと。

＜ ＞レース当日 １１月７日（木）
「競技者変更届-駅伝④」 ・ ⑥の提出後，競技者に変更がある場合のみ提出。⑧

本部（クラブハウス）受付７時５０分～８時。

【各地区専門部長 処理事項】

①・② 「申込書-駅伝①」（男女別）， 「外部コーチ確認書(学校長承認書)」
③・④ 「県中体連参加申込（登録）料」，「ナンバーカード料」
⑤ 「補助審判員名簿-駅伝⑤」
①ー２ 「データ入力用シート」（地区用）
※専門部長会（１０/２３・水）にて提出

締切日 令和元年１０月１７日（木）必着
宛 先 〒８９３－１２０２ 肝属郡肝付町波見１０６５ 肝付町立波野中学校 中浦 将太 宛

kagoshimaekiden@yahoo.co.jp

※ 県中体連ホームページより①「申込書 駅伝①」をダウンロードし，入力，印刷，データ送信等-
に活用してください。

⑴ コース下見の際は，当該学校の責任のもと道路交通法を遵守し，安全に十分留意し実施13 そ の 他
。すること

大会運営上，生徒引率および監督の学校職員に審判および大会運営をお願いすること⑵
があります。
宿泊・弁当申込みについては別紙，宿泊・弁当要項および申し込みによる。⑶
九州・全国大会⑷

① 九州大会 （熊本県天草市）
○県代表 県大会上位２チーム
○監督会 令和元年１１月２９日（金）
○大会(レース) 令和元年１１月３０日（土）
○宿泊申込 別紙，宿泊要項及び宿泊申込による。

② 全国大会 （滋賀県野洲市）
○県代表 県大会優勝チーム
○監督会 令和元年１２月１４日（土）
○大会(レース) 令和元年１２月１５日（日）
○宿泊申込 別紙，宿泊要項及び宿泊申込による。


