
女子学校名 地区 女子ナンバー 男子学校名 地区 男子ナンバー

1 梓川 中信 30 梓川A 中信 24

2 安曇野かけっこA 中信 53 梓川B 中信 40

3 安曇野かけっこB 中信 41 安曇野かけっこ 中信 22

4 安曇野かけっこC 中信 54 丘A 中信 52

5 丘 中信 55 丘B 中信 53

6 開成A 中信 19 開成A 中信 54

7 開成B 中信 29 開成B 中信 30

8 鎌田 中信 65 高綱A 中信 27

9 高綱A 中信 25 高綱B 中信 55

10 高綱B 中信 56 塩尻広陵A 中信 23

11 塩尻広陵A 中信 15 塩尻広陵B 中信 35

12 塩尻広陵B 中信 28 信大附属松本A 中信 11

13 信大附属松本A 中信 31 信大附属松本B 中信 13

14 信大附属松本B 中信 42 筑摩野 中信 56

15 筑摩野 中信 57 白馬 中信 33

16 白馬A 中信 34 波田 中信 41

17 白馬B 中信 58 堀金 中信 5

18 白馬C 中信 59 三郷A 中信 42

19 波田 中信 11 三郷B 中信 44

20 堀金A 中信 20 山辺 中信 25

21 堀金B 中信 35 塩尻A 中信 36

22 堀金C 中信 60 塩尻B 中信 43

23 三郷A 中信 44 塩尻市陸上教室 中信 37

24 三郷B 中信 43 女鳥羽 中信 38

25 山辺A 中信 10 信明 中信 34

26 山辺B 中信 39 菅野 中信 3

27 山辺C 中信 61 清水 中信 39

28 旭町 中信 45 鉢盛A 中信 17

29 女鳥羽 中信 36 鉢盛B 中信 57

30 信明 中信 27 穂高西 中信 58

31 菅野 中信 37 穂高東 中信 59

32 清水 中信 33 北安松川A 中信 21

33 鉢盛A 中信 12 北安松川B 中信 60

34 鉢盛B 中信 22

35 穂高西A 中信 16

36 穂高西B 中信 17 中信中学新人駅伝 男子 ３３チーム

37 穂高東A 中信 62 中信の部 女子 ４０チーム

38 穂高東B 中信 63

39 北安松川A 中信 32

40 北安松川B 中信 64

第１０回　中信中学新人駅伝 参加校一覧

女子の部 男子の部



女子の部 男子の部

1 上田第四A 東信 70 真田クラブ 東信 63

2 上田第四B 東信 71 東御東部 東信 18

3 真田クラブ 東信 7 永明A 南信 28

4 Tean箕輪A 南信 2 永明B 南信 49

5 Tean箕輪B 南信 23 岡谷市陸上教室 南信 46

6 永明 南信 18 茅野東部 南信 16

7 岡谷市陸上教室 南信 6 宮田 南信 9

8 岡谷東部 南信 8 駒ヶ根東 南信 4

9 茅野東部 南信 47 春富 南信 48

10 宮田 南信 52 松川JAC A 南信 7

11 駒ヶ根東 南信 14 諏訪西 南信 31

12 春富 南信 1 赤穂A 南信 6

13 松川JAC A 南信 50 赤穂B 南信 45

14 松川JAC B 南信 51 富士見A 南信 10

15 諏訪西 南信 46 富士見B 南信 32

16 赤穂 南信 5 豊丘A 南信 29

17 富士見 南信 4 豊丘B 南信 47

18 豊丘A 南信 48 箕輪A 南信 1

19 豊丘B 南信 49 箕輪B 南信 20

20 戸倉上山田 北信 69 箕輪C 南信 50

21 広徳 北信 66 箕輪D 南信 51

22 更北 北信 67 屋代 北信 61

23 高社A 北信 24 戸倉上山田 北信 8

24 高社B 北信 40 広徳 北信 26

25 三陽A 北信 13 高社 北信 19

26 三陽B 北信 68 三陽 北信 15

27 須坂陸協クラブ 北信 21 須坂陸協クラブ 北信 12

28 川中島A 北信 9 川中島A 北信 2

29 川中島B 北信 3 川中島B 北信 62

30 長野東部 北信 26 長野東部 北信 14

31 信大附属長野 北信 38

中信中学新人駅伝 男子 ６３チーム

総合の部 女子 ７１チーム



総務 青山　陸生 松本陸

総務員 木戸岡　和孝 塩尻陸 冨永　浩一 鉢盛 青栁　智之 松本陸

技術総務 名取　充 塩尻陸

審判長 小幡　泰俊 松本陸

マーシャル 主 中原　信一 松本陸 下川　泰秀 松本陸 高山　智史 松本陸 山田　信司 松本陸

鳥羽　萌香 更北 多田　彩夏 穂高東 長保　美也 梓川 宮嶋　萌 屋代

役員係・庶務係 主 降幡　明生 塩尻陸 青山　陸生 松本陸・兼 藤井　朋子 信明

表彰係 主 平林　国治 松本陸 木船　美津子 清水

ｱﾅｳﾝｻｰ 主 熊谷　憲 安曇野かけっこクラブ 中島　紀子 開成

競技者係 主 青柳　建夫 塩尻陸 北川　一美 木曽陸 松岡　利明 松本陸 三島　千恵子 塩尻陸

和田　泰正 安曇野陸 山岸　彰 安曇野陸 玉垣　政博 富士見 武居　悠輔 永明

吉岡　伸 白馬

出発係 主 横川　佐知雄 大北陸 上野　忠明 松本陸 楜澤　俊明 大北陸 宮島　喜与志 駒ヶ根東

牛山　通高 高社 小林　李生 丘 小川　淳 木曽陸

決勝審判員 主 青山　功一 安曇野陸 水谷　範久 松本陸 渋谷　昌英 松本陸 森泉　哲 大北陸

今村　善隆 東御東部 酒井　剛 赤穂 松田　慎也 菅野 小島　康弘 茅野東部

中塚　渓滋 塩尻市陸上教室 宮岡　聖次 真田クラブ

計時員 主 望月　政和 三郷 木下　純市 箕輪 傘木　尚實 大北陸 荒井　洋光 山辺

村松　康平 筑摩野 吉村　恒祐 松本陸 永島　侃 木曽陸

ｽﾀｰﾀｰ 主 小川　淳 木曽陸・兼 桐山　勝次 春富

記録・情報処理 主 瀧沢　佳生 長野陸 水口　伸一 塩尻広陵 宮島　香織 松本陸 宮澤　真一 堀金

山﨑　将文 岡谷東部 奥原　聖 松本陸 織茂　大地 松本陸

気象係 宮島　香織 松本陸・兼

用器具係 主 百瀬　卓郎 塩尻陸 勝野　雅大 松本陸 塚原　健太 高綱 駒澤　安正 大北陸

小林　尊広 鎌田 宮川　康浩 北安松川

走路監察員 主 杉原　昭紀 松本陸

① 中野　忠夫 松本陸 ② 古屋　晶敏 松本陸 ③ 五十川　正彦 大北陸 ④ 渡邉　倫 大北陸

⑤ 中沢　恒雄 塩尻陸 ⑥ 杉村　政徳 松本陸 ⑦ 若林　邦彦 大北陸 ⑧ 五十嵐　大樹 諏訪西

⑨ 吉岡　伸 白馬・兼 ⑩ 野澤　重典 川中島 ⑪ 田中　充 女鳥羽 ⑫ 田中　哲広 三陽

⑬ 望月　勝 安曇野陸 ⑭ 深井　郁夫 須坂ＲＣ ⑮ 船田　純一 上田第四 ⑯ 神田　健一 木曽陸

⑰ 本多　俊平 豊丘 ⑱ 岡村　浩男 穂高西 ⑲ 村川　和洋 塩尻 ⑳ 増田　和久 塩尻陸

㉑ 荻窪　浩 広徳 ㉒ 秋山　拓也 附属長野 ㉓ 北原　遼司 附属松本 ㉔ 小林　正人 波田

㉕ 荒木　敬太 長野東部 ㉖ 今村　善紀 松川ＪＡＣ ㉗ 館林　裕二 旭町 ㉘ 北村　育代 宮田

医務員 高山　晃司 松本陸

受付係 荒井　洋光 山辺・兼 水口　伸一 塩尻広陵・兼 中島　紀子 開成・兼 藤井　朋子 信明・兼

中塚　渓滋 塩尻市陸上教室・兼 松田　慎也 菅野・兼 小林　李生 丘・兼 長保　美也 梓川・兼

練習会場係 主 今村　善隆 東御東部・兼 村松　康平 筑摩野・兼

駐車場係 塚原　健太 高綱・兼 小林　尊広 鎌田・兼 田中　充 女鳥羽・兼

補助員係 主 宮澤　真一 堀金・兼

競　技　役　員



第10回中信地区中学新人駅伝競走大会 競技注意事項

（１）本大会は２０１８年度日本陸上競技連盟競技細則、同駅伝競走規準並びに本

大会規定による。

（２）引継ぎはタスキを用いる。タスキは主催者が用意するが必ず返却すること。

（３）ナンバーカードは主催者が用意する。

（当日受付時に配布し、終了後返却すること。）

（４）招集は、1区のみ第3ゲート付近（２００ｍスタート横）芝生スタンドで行

い、他区間走者は本競技場第４ゲート外（１００ｍスタート後ろ）で行う。

（５）区間ごとの招集時刻は、次の通りとする。全区間、招集時に腰ナンバーカー

ドを配布する。

女子 １区 ９：２５～ ９：４０

２区 ９：３５～ ９：５０

３区 ９：４０～ ９：５５

男子 １区 １０：２０～１０：３５

２区 １０：３０～１０：４５

３区 １０：４０～１０：５５

４区 １０：４５～１１：００

（６）スタート時の並び方は、ナンバーカード順とする。

（なお、ナンバーカードは前年の順位順に割り振り、その後に前年度出場

していないチームを、南信・中信・北信・東信の順に割り振る。）

3分前に競技服装となる。

６０秒前、３０秒前、20秒前はスターターが指示する。

スタート前は静止をし、ピストルの合図でスタートする。絶対に不正ス

タートをしないこと。

（７）タスキは肩から斜めにかけて走るものとし、下端をランニングパンツの中に

入れ、ヒラヒラしないようにする。肩にかけずに首にぶら下げたり、腰に巻

いたり、手に持って走ってはいけない。中継点前後は手に持って走ってよい

が、できるだけ早く肩にかけること。

（８）タスキを受ける選手は競技時間帯に入ったら、競技服装になり、選手待機エ

リア内で待機する。

（９）中継点でのタスキの受け渡しは、中継線から進行方向に２０ｍのゾーン内で

行うこと。自分のチームが近づいたら、直ちに中継点（黄色の待機ライン前

方）に位置する。

（10）二人以上の競技者が接近して中継点に近づいた場合は、先頭競技者のチーム

が進行方向左側に、次のチームは右側に並んでタスキを受ける。

（11）競技者が勝手に走路から離れた場合は、その後の競技は続けられない。また

飲食物の給与、伴走等の助力を受けてはならない。

（12）区間の途中において棄権した場合、次走者は最終チームの走者と同時にスタ

ートし、競技を続行できる。この場合は、各区間記録のみ大会の記録として

認められる。

（13）競技中に発生した傷病については、各チームで行うが、保険に加入している

ので、競技中に生じた怪我で治療等にかかった費用は、保険を利用できる。

なお、その際、通院にかかった交通関係、治療費等の領収書をもらっておく

こと。(領収がないと保険が適用できない。)

（14）エントリー以外の選手が参加した場合は、オープン参加の扱いとする。

（15）オープン参加のチームの記録は発表するが、個人順位、チームの総合順位

は参考扱いとする。

（16）応援する人は、レース中、審判員の許可なくコースを横切らないこと。
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