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男子第 67回・女子第 29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  静岡・岐阜・三重・愛知各県陸上競技協会 

         静岡・岐阜・三重・愛知各県教育委員会 

２ 後  援   知多市 知多市教育委員会 毎日新聞社 

３ 主  管   愛知県高等学校体育連盟 愛知陸上競技協会 

４ 協  力   知多警察署 知多三四会 

５ 期  日   平成30年11月25日（日）    

男子 10時30分出発      女子 10時00分出発 

         ※ 開会式 24日（土） 15時30分  

６ コース 

 ＜男子＞ 知多運動公園陸上競技場（スタート・ゴール）→市道北浜金沢線、新舞子マリンパーク 

折返しコース（42.195km） 

  第1区 （10.0km） 

    知多運動公園陸上競技場（525m）→朝倉交差点→朝倉インター→知多駅→知多研修センター

入口南浜荘→新舞子マリンパークファインブリッジ西折返し→日長交差点北へ400ｍ 

  第2区 （3.0ｋｍ） 

    日長交差点北へ400ｍ→古見交差点北へ150ｍ 

  第3区 （8.1075ｋｍ） 

    古見交差点北へ 150ｍ→知多清掃センター交差点折り返し→新舞子マリンパークファインブリ

ッジ西交差点北へ40ｍ 

  第4区 （8.0875ｋｍ） 

    新舞子マリンパークファインブリッジ西交差点北へ 40ｍ→新舞子マリンパークファインブリ

ッジ西折返し→新八幡橋折返し→朝倉インター下 

  第5区 （3.0ｋｍ） 

    朝倉インター下→出光興産愛知製油所正門前 

  第6区 （5.0ｋｍ） 

    出光興産愛知製油所正門前→知多LNG共同基地交差点折返し→古見交差点南へ170ｍ 

  第7区 （5.0ｋｍ）  

    古見交差点南へ 170ｍ→新八幡橋折返し→朝倉インター→朝倉交差点手前左折→市役所北西角

右折→勤労文化会館左折→知多運動公園陸上競技場（474m） 

 

 ＜女子＞ 知多運動公園陸上競技場（スタート・ゴール）→市道北浜金沢線、新舞子マリ 

          ンパーク折返しコース（21.0975km） 

  第1区 （6.0ｋｍ） 

    知多運動公園陸上競技場4周と15m（1,615m）→運動公園（1,624m）1周→朝倉交差点→ 

朝倉インター→古見交差点南へ350ｍ 

  第2区（4.0975ｋｍ） 

    古見交差点南へ350ｍ→新舞子グリーンライン南出入口南へ100ｍ 

  第3区 （3.0ｋｍ） 

    新舞子グリーンライン南出入口南へ100ｍ→新舞子マリンパークファインブリッジ西折返し→ 
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    出光興産正門南へ500ｍ 

  第4区 （3.0ｋｍ） 

    出光興産正門南へ500ｍ→ジャパンエナジー南へ200ｍ 

  第5区 （5.0ｋｍ） 

    ジャパンエナジー南へ200ｍ→新八幡橋折返し→朝倉インター→朝倉交差点手前左折→市役所 

    北西角右折→勤労文化会館左折→プール・野球場北→知多運動公園陸上競技場（438m） 

７ 競技規定 

（１） 競技規則は 2018 年日本陸上競技連盟駅伝競走規準および、全国高等学校駅伝競走規則に準

拠する。 

（２） 学校対抗（１校１チーム）とし、１チームの編成は、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、所定の用紙に記入し大会前日の監督会議で提出する。 

（４） オーダー提出後、やむを得ず変更が生じた場合は、補員をその区間の代行として補充し、 

医師の診断書を添えて当日スタート１時間前までに本部に申し出ること。 

（５） 引き継ぎにはタスキを用いる。タスキは主催者が準備し、大会前日の監督会議で渡す。 

   （静岡：黄色  岐阜：赤色  三重：緑色  愛知：水色） 

（６） 競技中の伴走は、一切認めない 

（７） 選手は、道路最左路を走ることを厳守し、途中で事故があった場合は、走路の端で救護車を

待つこと。 

（８） ナンバーカードは主催者で用意する。 

８ 参加資格 

 （１） 各県予選会において第6位までに入賞したチームに限る。 

 （２） 平成11年4月2日以降出生の生徒であること。また、同一学年での出場は１回限りとする。 

 （３） 転校後6ヶ月以内の者は出場できない。但し、一家転住等やむを得ない事情がある場合は、 

     高体連会長の許可があればこの限りではない。 

 （４） 全日制と定時制、通信制の混成チームは認めない。 

 （５） 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。 

 （６） 出場者はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。 

９ 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。但し、１区を 

除く他の区間への出場とする。 

10 表  彰 

 （１） 優勝校には、優勝旗を授与する。 

 （２） 総合1位から3位には賞状・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、盾と賞状を授与する。 

11 代 表 権  

本年度は女子が記念大会となるので、県代表を除いた最上位校が「地区代表」として 

全国高校駅伝の出場権を獲得する。 

12 参 加 料 

 （１）参 加 料……………1チーム   男子15,000円   女子12,000円 

 （２）ナンバーカード代……1チーム   男子 5,000円   女子 4,000円 

（３）選手輸送バス代………男女共1チーム  10,000円 
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13 申込規定 

（１）出場校は所定の申込み用紙2部に必要事項を記入し、必要経費を添えて各県高体連専門 

委員長まで申込むこと。 

（２）期 日  ○参加校は11月8日（木）までに各県高体連専門委員長宛て 

（三重県は11月13日（火）まで） 

    ○各県高体連専門委員長は11月12日（月）までに１部を愛知県高体連専門 

委員長（石井哲郎）まで提出する。（三重県は11月15日（木）まで） 

      １部は各県高体連専門委員長が保管する。 

（３）各県の申込み場所 

静岡県   〒410－2143   静岡県伊豆の国市韮山韮山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   〒502-0931  岐阜市則武清水1841-11 

岐阜県立岐阜北高等学校  沖村 敏寛 

ＴＥＬ (058)231-6628   ＦＡＸ(058)231-7815 

三重県   〒511―0937   桑名市大字志知字東山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  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 

14 開・閉会式 

 （１）開会式  11月24日（土）  15時30分   

知多市勤労文化会館つつじホール （知多市緑町５ ℡0562-33-3600） 

※ 各チームの監督・選手は全員参加すること。 

 （２）閉会式  11月25日（日）  14時00分予定 

知多市勤労文化会館つつじホール （知多市緑町５ ℡0562-33-3600） 

※ 各チームの監督・選手は全員参加すること。 

15 選手輸送 

（１） 各中継所への選手輸送は全て主催者の用意するバスで行う。 

（２）このバスに乗車できる者は、各校とも選手ならびに各中継所1名の付き添いの者に限る。 

    これを第1召集とし、詳しくは監督会議で説明を行う。 

16 集合・点呼・出発予定時間 

  ＜男子＞                         集合・点呼   出発予定時刻 

   第1走者  知多運動公園陸上競技場            10：10      10：30 

   第2走者  日長交差点北へ400ｍ             10：40      11：00 

   第3走者  古見交差点北へ150ｍ             10：50      11：09 

   第4走者  新舞子マリンパークファインブリッジ西交差点北へ40ｍ  11：15      11：34 

   第5走者  朝倉インター下                 11：40      11：59 

   第6走者  出光興産愛知製油所正門前            11：50      12：08 

   第7走者  古見交差点南へ170ｍ             12：00      12：23 
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  ＜女子＞                         集合・点呼   出発予定時刻 

   第1走者  知多運動公園陸上競技場             9：40     10：00 

   第2走者  古見交差点南へ350ｍ             10：00     10：20 

   第3走者  新舞子グリーンライン南出入口南へ100ｍ    10：10     10：33 

   第4走者  出光興産正門前南へ約500ｍ          10：20     10：43 

   第5走者  ジャパンエナジー南へ200ｍ           10：30     10：53 

17 ナンバーカード 

（１） ナンバーカードは主催者が準備し、監督会議で渡す。 

（２） ナンバーカードはユニフォームの胸背両部に確実につけること。 

（３） ナンバーカード代金は参加申込と同時に納入すること。 

      （男子5,000円  女子4,000円） 

18 荷物運搬 

  選手の荷物運搬車は用意しないので、次の走者と連絡を取り工夫すること。 

  （各校で荷物の運搬車を出すことは厳禁とする。） 

19 監督用バス 

  監督（１名）用バスは主催者が用意する。配布された監督章をつけて乗車すること。 

20 宿  舎 

  別紙の宿泊要項のとおりとする。 

21 監督会議 

  各県専門委員長および出場校の監督会議を１１月２４日（土）１４：００より知多市体育館 

  2階大会議室で開催する。 

22 本部宿舎 （陸上競技専門部） 

  「東海シティホテル」 

   〒476-0011 東海富木島町前田面５  ℡０５２－６０１－３３００ 

23 救急処置 

  競技中における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、健康保険証を持参すること。 

24 個人情報について 

   本大会主催者は、この大会に参加するすべての競技者の個人情報を競技運営に必要とする用途以外

には使用しない。また、競技者は、大会プログラム、インターネット及び映像に、姓名・年齢(学年)・

所属及び大会成績公開されることを承知の上で、申し込みを行うこと。 

25 その他 

（１） このコースは午前９時３０分より交通規制が実施される。 

（２） 試走については制限をするので、別紙の注意事項を厳守すること。 

 


