
県名 学校名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 男子№ 女子№ 県名 学校名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 男子№ 女子№

雄山(ｵﾔﾏ) 11 18 津南(ﾂﾅﾝ) 41 43

魚津西部(ｳｵﾂﾞﾄｳﾌﾞ) 12 16 小千谷(ｵｼﾞﾔ) 42 46

早月(ﾊﾔﾂｷ) 13 17 糸魚川東(ｲﾄｲｶﾞﾜﾋｶﾞｼ) 43

速星(ﾊﾔﾎｼ) 14 11 中郷(ﾅｶｺﾞｳ) 44

冨山大附属(ﾄﾔﾏﾀﾞｲﾌｿﾞｸ) 15 十日町(ﾄｵｶﾏﾁ) 45 42

大沢野(ｵｵｻﾜﾉ) 16 12 妙高高原(ﾐｮｳｺｳｺｳｹﾞﾝ) 46 45

芳野(ﾖｼﾉ) 17 十日町南(ﾄｳｶﾏﾁﾐﾅﾐ) 47 41

氷見北部(ﾋﾐﾎｸﾌﾞ) 18 十日町中条(ﾄｳｶﾏﾁﾅｶｼﾞｮｳ) 48

出町(ﾃﾞﾏﾁ) 13 まつのやま学園(ﾏﾂﾉﾔﾏｶﾞｸｴﾝ) 44

城端(ｼﾞｮｳﾊﾅ) 14 十日町吉田(ﾄｵｶﾏﾁﾖｼﾀﾞ) 47

堀川(ﾎﾘｶﾜ) 15 塩沢(ｼｵｻﾞﾜ) 48

中能登(ﾅｶﾉﾄ) 21 23 宮田(ﾐﾔﾀﾞ) 51

七尾(ﾅﾅｵ) 22 21 川中島(ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ) 52 51

根上(ﾈｱｶﾞﾘ) 23 24 箕輪(ﾐﾉﾜ) 53

浅野川(ｱｻﾉｶﾞﾜ) 24 赤穂(ｱｶﾎ) 54 60

布水(ﾌｽｲ) 25 27 信大附属松本(ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ) 55 65

小松南部(ｺﾏﾂﾅﾝﾌﾞ) 26 富士見(ﾌｼﾞﾐ) 56

津幡南(ﾂﾊﾞﾀﾐﾅﾐ) 27 26 茅野東部(ﾁﾉﾄｳﾌﾞ) 57 55

兼六（ｹﾝﾛｸ) 28 開成(ｶｲｾｲ) 58 64

津幡(ﾂﾊﾞﾀ) 22 堀金(ﾎﾘｶﾞﾈ) 59 59

北星(ﾎｸｾｲ) 25 飯山城北(ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ) 60 62

宝達(ﾎｳﾀﾞﾂ) 28 東御東部(ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ) 61

武生第二(ﾀｹﾌﾀﾞｲﾆ) 31 三陽(ｻﾝﾖｳ) 62 57

陽明(ﾖｳﾒｲ) 32 34 戸倉上山田(ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞ) 63

中央(ﾁｭｳｵｳ) 33 31 白馬(ﾊｸﾊﾞ) 64 69

足羽(ｱｽﾜ) 34 飯山城南(ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ) 65 67

武生第一(ﾀｹﾌﾀﾞｲｲﾁ) 35 38 駒ヶ根東(ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ) 66 53

足羽第一(ｱｽﾜﾀﾞｲｲﾁ) 36 旭ヶ丘(ｱｻﾋｶﾞｵｶ) 67

東陽(ﾄｳﾖｳ) 37 32 伊那東部(ｲﾅﾄｳﾌﾞ) 68 66

粟野(ｱﾜﾉ) 33 豊丘(ﾄﾖｵｶ) 69

森田(ﾓﾘﾀ) 35 北安松川(ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ) 70

鯖江(ｻﾊﾞｴ) 36 春富(ﾊﾙﾄﾐ) 52

成和(ｾｲﾜ) 37 原(ﾊﾗ) 54

塩尻広陵(ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ) 56

菅野(ｽｶﾞﾉ) 58

波田(ﾊﾀ) 61

三郷(ﾐｻﾄ) 63

佐久東(ｻｸﾋｶﾞｼ) 68

野沢(ﾉｻﾞﾜ) 70

新
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第１３回北信越中学校駅伝競走大会 要項 

                              ※補員レースについて変更あり 

１ 目 的 北信越各県より中学生チームが参加する中で、駅伝競技を通して心身ともに健全な中学

校生徒を育成し、生徒相互の親睦を深めるとともに、競技力の向上を図る。 

２ 主 催 長野陸上競技協会 

３ 共 催 信濃毎日新聞社 公益財団法人信毎文化事業財団 

４ 主 管 長野陸上競技協会 

５ 後 援 長野県教育委員会 長野県中学校体育連盟 松本市教育委員会 

６ 期 日 ２０１９年１１月２３日（土:祝）雨天決行 

７ 競 技 日 程 11/22(金) 

 前日受付  １５：３０～１６：３０（正面入口にて長野県外の希望校） 

11/23(土) 

 開  場   ７：３０ 

 受  付   ７：４０～８：２０（競技場正面玄関入口付近） 

 審判主任会議 ８：１５（食堂） 

 審判会議   ８：３５（各部署打ち合わせ）  

 監督会議   ８：５０（食堂）       

 開 始 式   ９：１５（陸上競技場内） 

 女子の部スタート   １０：００ 

  女子の部補員レース １１：００（スタート20分前招集完了）※計時は各校にて 

  女子の部表彰式   １１：３０ 

 男子の部スタート   １２：００ 

  男子の部補員レース １３：２０（スタート20分前招集完了）※計時は各校にて 

  男子の部表彰式   １３：５０ 

 閉会式        １４：００（陸上競技場内）※壮行会を含む 

８ コ ー ス 松本平広域公園内周回コース（松本平広域公園陸上競技場発着）※別紙コース図参照 

〒390-1131  長野県松本市大字今井３４４３（℡０２６３－８５－０５００） 

９ 区 間 男子の部 ６区間 １８．０ｋｍ   女子の部 ５区間 １２．１５ｋｍ 

         第１区  ３．０ｋｍ                第１区  ３．０ｋｍ 

     第２区    ３．０ｋｍ                第２区  ２．０５ｋｍ 

     第３区    ３．０ｋｍ                第３区  ２．０５ｋｍ 

     第４区    ３．０ｋｍ                第４区  ２．０５ｋｍ 

     第５区    ３．０ｋｍ                第５区  ３．０ｋｍ 

     第６区    ３．０ｋｍ 

10 チーム編成 男子の部：監督１名 競技者９名（補員３名を含む。） 計１０名 

女子の部：監督１名 競技者８名（補員３名を含む。）  計 ９名 

11 参加チーム （１）県外チーム：各県男女各８チーム、合計男女各３２チーム。 

（２）県内チーム：県大会男女各上位２０チーム。 

         ※ 辞退が出た場合は繰り上げ出場も認める。 

12 参 加 資 格 （１）各県中学校体育連盟に加盟する中学校の生徒で、学校長が参加を認めた者。 

（申し込み前に医師の健康診断を受けるなどして、健康上問題がないことを確認する） 

（２）各県より選考、推薦され出場権が与えられた男女別のチーム。 

（３）出場チームの引率者、監督は、当該校の校長または教員とする。 

13 参 加 費 用 （１）参加料男女各１チーム１０,０００円 

  （プログラムは補員も含めた選手全員に無償配布する） 

（２）交通費、宿泊代等、参加に必要な経費は、各校（各チーム）の負担とする。 

   宿泊先については、希望があれば、旅行会社を通じて斡旋する。 
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14 競 技 規 則 （１）本大会は、２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準及び本大会

注意事項による。 

（２）参加（オーダー）申込書提出後の選手変更は、補員をその区間の選手の交わりに

交替できるが、区間相互の変更は不可とする。変更のある場合は、「選手変更届及

び補員レース申込書」を、大会当日受付時に提出する。なお、インフルエンザ等の

法定感染症が発症し、補員との交替ではオーダーが不足する場合、医師の診断書を

提出すれば、当日の補員以外からメンバーの交替を認める場合がある。ただし、そ

の際も該当区間への交替のみとする。 

15 表 彰 （１）男女とも１位には優勝杯（持ち回り）を授与する。 

（２）男子の部、女子の部とも１～３位にメダル、１～８位に盾並びに賞状を授与する。 

（３）区間優勝者には、盾を授与する。 

（４）男女とも補員レースの各 1位にメダルを授与する。 

16 申 込 方 法 （１）ファイルの送信 

  ※２回送信手続があるので、下記を良く確認して漏れの無いようお願いします。 

 ①参加申込 

学校ごと、長野陸上競技協会ホームページより「参加申込書」ファイルをダウンロ

ードし、長野陸協エントリーセンターより送信する。 

長野陸上競技協会ホームページ https://nagano-rk.com 

長野陸協エントリーセンター  https://nrk-entry.com/ 

参加申込書送信締切：１１月８日（金） 午後５:００厳守 

  ※石川県は、大会終了後間もないため、ご相談ください。 

（エントリーデータが送信出来ない等エントリーデータ送信に関するお問い合わせ

は、090-2157-8980 長野陸協副理事長・葛城（かつらぎ）まで） 

※尚、送信の確認はエントリーセンターにある「エントリー状況確認」ページで確認

できます。送信者リストに団体名が表示されていれば正常に送信されています。 

 ②オーダー届 

 長野陸上競技協会ホームページより「オーダー届出書」ファイルをダウンロードし、

長野陸協エントリーセンターより送信する。 

 なお、オーダーは、必ず「参加申込書」に書かれたメンバーで構成すること。 

  参加（オーダー）申込書送信締切：１１月１５日（金）必着 

（２）参加料の納付 

 男女各１チーム１０,０００円は、郵便振替にて納付する（手数料は、申込者で負担

する）。 

   参加料振替締切：１１月１５日（金） 

 ○振替口座 下記長野陸協競技部名口座へ送金すること。 

尚、振込の際には、名義を「 1  ○○中（学校名）」とすること。カタカナ可。 

 

  【ゆうちょ銀行】 記号 １１１２０ 番号 ３５５１３６３１ 

          なまえ 長野陸協競技部（ナガノリッキョウキョウギブ） 宛 

【他銀行からの振込】 店名 一 一八（イチイチハチ）店番 １１８ 

          預金種目 普通貯金 口座番号 ３５５１３６３ 

           

17 補員レース  ※補員レースについては、別紙の補員レース要項をご覧ください。 

（１）男女の各駅伝終了後、補員（申し込みをした選手で当日走らない選手）を対象に、

記録会を行う。参加を希望する場合は、大会当日受付時に「選手変更届及び補員レ
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ース申込書」に必要事項を記入し提出する（なお、時間の関係上、男女各１組のレ

ースとする）。申し込みが多数になることが想定されるため、計時は各校で行うこ

ととする。ただし、１着のみ主催者で判定し、メダルを授与する。なお、補員レー

スへの申し込みは、８：３０以降は受け付けない。 

（２）コースは、原則として駅伝と同じ走路を利用するが、スタート・フィニッシュ・

距離は以下の通りとする。 

   ①男子･･･駅伝 1区スタート地点～駅伝中継・フィニッシュ地点【3.0㎞】 

   ②女子･･･駅伝 1区スタート地点～駅伝中継・フィニッシュ地点【2.05㎞】 

18 そ の 他 （１）参加申込後に出場できなくなった場合は、必ず下記まで連絡をすること。なお参

加申込後は、参加料は返金しない。 

（２）県外チームは、各県３名以上の協力役員をお願いします。 

（３）前日練習は、本競技場及び補助競技場の使用は朝８：３０より可能ですが、コー

ス整備は午後となるので、それまではコース図を参考にして練習していただきたい。

なお、コース整備中の試走は可能である。 

（４）前日や、当日開場前の場所とりはできない。当日の正面スタンド、芝生席とも別

紙「場所とり要項」を参照する。 

（５）「選手変更届及び補員レース申込書」は、選手変更の有無、補員レースへの参加

希望の有無にかかわらず、すべての学校が当日受付に８：３０までに提出する。 

（６）ナンバーカード、タスキは主催者が用意する（タスキは終了後返却する）。 

（７）閉会式において全国大会の壮行会を行うので、各県の代表校は参加をお願いした

い。 

（８）保護者等関係者の応援のマナー等について、近年問題が出ることがある。ゴミの

持ち帰り等も含め、各校で事前に指導徹底していただきたい。 

（９）その他問い合わせは下記まで。 

 

19 問 合 せ 先 長野県東御市立東部中学校 

今村 善隆   電話 0268-62-0145 FAX  0268-62-0099 

       携帯 090-3440-3925 

 



第１３回北信越中学校駅伝競走チャレンジレース（補員レース）実施要領  

  

１ 主 催  （一財）長野陸上競技協会  

  

２ 日 時  令和元年１１月２３日（土・祝）  

 女子の部スタート １１：００（スタート２０分前招集完了） 

 男子の部スタート １３：２０（スタート２０分前招集完了） 

  

３ コース  松本平広域公園内周回コース（松本平広域公園陸上競技場発着）        

 〒390-1131  長野県松本市大字今井３４４３（℡０２６３－８５－０５００）  

男子 ３.００ｋｍ 駅伝 1 区スタート地点～駅伝中継・フィニッシュ地点  

女子 ２.０５ｋｍ 駅伝 1 区スタート地点～駅伝中継・フィニッシュ地点 

 

４ 参加資格  大会当日、駅伝レースに出場しなかった各チームの登録選手（補員）  

  

６ 競技日程   

７：４０～８：２０  受付「選手変更届及び補員レース申込書」提出 

１０：００        女子駅伝スタート 

１０：４０     女子の部チャレンジレース（補員レース）招集完了 

１１：００：００  女子の部チャレンジレース １組目スタート（福井・石川・富山） 

１１：００：３０  女子の部チャレンジレース ２組目スタート（新潟・長野） 

１１：３０     女子の部駅伝レース・チャレンジレース優勝者表彰式 

１２：００     男子駅伝スタート 

１３：００     男子の部チャレンジレース（補員レース）招集完了 

１３：２０：００  男子の部チャレンジレース １組目スタート（福井・石川・富山） 

１３：２０：３０  男子の部チャレンジレース ２組目スタート（新潟・長野） 

１３：５０     男子の部駅伝レース・チャレンジレース優勝者表彰式 

  

７ 申込方法   

・１１月２３日（土・祝）受付時に「選手変更届及び補員レース申込書」に必要事項 

を記入し提出する。 

 

８ その他   

・申し込みが多数になることが想定されるため、計時は各校で行うこととする。 

・受付時に配布されたナンバーカードをつけること。（安全ピンは各自用意する） 

・２組全体の１着のみ主催者で判定し、メダルを授与する。 

・チャレンジレース（補員レース）への申し込みは、８：２０以降は受け付けない。 



陸上競技場 場所取り及び抽選について（松本）

北信越中学駅伝大会当日の場所取りを以下の通り行います。関係の皆様のご理解とご協力をよろしくお願

い申し上げます。

１ 抽選時間及び抽選方法

①開門時刻３０分前から２０分間を抽選時間とします。この間にクジを引いていただき、場所取りの順

番を決定します。引いていただいたクジがそのまま入場整理番号札となります。

※早い者順に整理券を配布するわけではありませんので、来場が早すぎないようにお願いします。

②松本は会場が広いため、メインスタンド・メインスタンド下とメイン競技場芝生およびメインスタン

ド場外スペースの二つのエリアに分け、それぞれにおいて抽選場所を分けます。（各場所一校１枚）

＜抽選場所＞ ○メインスタンド・メインスタンド下→中央階段下

○メイン競技場芝生及びメイン競技場外スペース→正面入り口

③抽選したら速やかに係員まで番号と学校名を申告してください。その際、入場整理番号札は大切にお
．．．

持ち下さい。入場整理番号札をなくされますと、入場できません。

２ 場所取りの方法について

①開門時刻１０分前になりましたら、入場順に学校名を呼び上げますので、入場の準備をしてください。

②開門時刻になりましたら、番号順に学校名をお呼びいたしますので、指定の入口より入場して下さい。

その際、入口係員へ抽選番号札をお渡し下さい。

③学校名をお呼びした際に代表者がいない場合は次の学校へ順番をとばしますので、必ず抽選場所付近

にいて下さい。この際、とばされた学校の入場順は一番最後になります。

④２０秒ごとに一校ずつ入場いただきます。安全には十分配慮して入場下さい。その際、入場いただけ

る人数は一校２名までとします。また、持ち込める物はブルーシート・ビニールテープ・マーカーコ

ーンのみとし、他の荷物は後から運び入れてください。

⑤取っていただける範囲（面積）は特に指定いたしませんが、人数を勘案した上で常識的な範囲でお願

いします。また、シートやテントは風で飛ばされないように固定等十分に行ってください。

⑥開門時刻より３０分（早まる場合もあります）が経過しましたら全てフリーといたします。

３ その他

①メインスタンドに、一般観戦者及び参加人数が少なく場所取りの必要のない学校のためのスペースを

確保させていただきます。指定されたエリアは場所取りをしないようにお願いします。

②係員の指示に従っていただけない場合や、非常識な行為が見られた場合は厳重注意をさせていただき、

繰り返されますと、抽選権を失うことにもなりますので、くれぐれも皆様のご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。

11月２3日（土･祝）北信越中学駅伝競走大会の抽選時間は

抽選午前7:00～7:20 開門時刻は7:30です。

8:00(早まる場合もあります)以降はフリーとします。

抽選場所は正面中央階段及び正面入り口です。

開門ゲートは正面中央階段及び正面入り口です。
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