
第５２回新潟県中学校総合体育大会 

第３１回新潟県中学校駅伝競走大会要項  

 

１ 主  催  新潟県中学校体育連盟  （一財）新潟陸上競技協会 

 

２ 共  催    新潟県教育委員会  新潟市教育委員会  小千谷市教育委員会 

(公財)新潟県スポーツ協会  新潟日報社 

 

３ 主  管    中越地区中学校体育連盟  小千谷市中学校体育連盟 

 

４ 後  援    小千谷市スポーツ協会  小千谷市陸上競技協会 

 

５ 期  日    令和３年 １１月５日（金） 

 

６ 日  程   ７：３０       競技場開場・学校受付・役員受付開始（陸上競技場入口） 

       テント設置開始 

             ８：００ ～ ８：３０ オーダー表提出（本部・陸上競技場管理棟前） 

                ９：００            監督会議（グリーンヒル白山体育館） 

                ９：３０            選手各校テント内着座  ※保護者受付開始                                                  

９：４０              開始式（各校テント内） 

        １０：００       役員打ち合わせ（本部・陸上競技場管理棟前） 

              １１：２０              女子競技開始 

              １３：００            男子競技開始 

              １５：００              閉会式（グリーンヒル白山体育館） 

                 ※優勝校選手、区間賞選手のみ参加  

 

７ 会  場    小千谷市白山運動公園陸上競技場周辺特設コース 

  

８ 参加資格    日本陸連登録を完了している生徒とする。 

各地区出場枠と前年度大会実績枠（入賞数）で下記の参加チーム数とする。 

 男子（出場枠／実績枠） 女子（出場枠／実績枠） 

上越地区 ９チーム（ ８／１） ９チーム（ ８／１） 

中越地区 ２０チーム（１４／６） ２０チーム（１４／６） 

下越地区 ９チーム（ ８／１） ８チーム（ ８／０） 

新潟市 １０チーム（１０／０） １１チーム（１０／１） 

合計 ４８チーム ４８チーム 

          

９ 競技方法    (1) 競技は学校対抗で行う。 

    コ ー ス    (2) 男子６区間・女子５区間【コース図別紙】 

    ＜男子コース＞（18.3 ㎞）周回コース    ＜女子コース＞（12.6 ㎞）周回コース          

   １区 Ａコース    （3.3 ㎞）           １区 Ａコース  （3.3 ㎞） 

      ２区  Ａコース  （3.0 ㎞）            ２区  Ｂコース  （2.1 ㎞） 

      ３区  Ａコース    （3.0 ㎞）            ３区  Ｂコース    （2.1 ㎞） 

      ４区  Ａコース    （3.0 ㎞）            ４区  Ｂコース    （2.1 ㎞） 

      ５区  Ａコース    （3.0 ㎞）            ５区  Ａコース    （3.0 ㎞） 

      ６区  Ａコース    （3.0 ㎞） 

※男女とも同一中継点で行う。 



10 競技規則 

 (1) 本大会は，2021 年日本陸上競技連盟競技規則，同駅伝競走規準及び本大会規定によって行う。 

 (2) チームは次の構成により編成する。 

    男子・・・監督１名，コーチ１名，選手９名以内（内３名は補員） 

    女子・・・監督１名，コーチ１名，選手８名以内（内３名は補員） 

 (3) オーダー表の提出は，当日の８：００～８：３０までに所定の用紙で大会本部に提出する。 

 (4) アスリートビブス・腰ナンバー標識は各参加校に大会事務局が当日配付したものを使用する。 

 (5) アスリートビブスの番号は各地区大会の結果によって県大会申込期限までに下記のように割り 

  振られる。 

  ＜アスリートビブスの番号＞  男子          女子 

       上越地区         １～１９        １～１９ 

          中越地区          ２１～４９      ２１～４９ 

          下越地区          ５１～６９      ５１～６９ 

          新潟市           ７１～８９      ７１～８９ 

 (6) 人による伴走，飲食物の補給，その他の助力行うことはできない。伴走及びそれに類する助力行 

為があった場合は失格の対象になる。（保護者を含めたチーム関係者にも適応される） 

 (7) レース中に走者が事故その他の事情により競技を中止した場合は，審判長の判断を受け次の区間

から次走者を出発させる。この場合出発時刻は最終順位の走者と同時とし，オープン参加として

扱う。(チームの総合記録は認められないが競技を中止した区間以外の区間記録は認める。） 

 (8) 競技運営上，審判長の判断により繰り上げスタートを行うこともある。 

 

11 表  彰    (1) 団体  ①８位まで賞状を与え，１位のチームには個人賞状とメダルを授与， 

②優勝チームには持ち回りの優勝旗と優勝杯を授与する。 

③２位のチームには準優勝杯，３位のチームには３位杯を授与する。                 

④３年連続優勝したチームに優勝杯レプリカを授与する。 

(2) 区間賞 ①各区間の１位に賞状とメダルを授与する。 

 

12 参 加 料・アスリートビブス代     

                （1） 参加料 １チーム            ○１，０００円×人数分 

                 (2)  アスリートビブス代 （１チーム）  ○２，０００円 

 

13 参加申込   (1)申込Ａ…アスリートランキングから申し込みを行う。１０月２０日（水）締切。 

(2)申込Ｂ…以下ア～ウを各地区部長に郵送する。１０月２１日（木）締切。 

ア 申込一覧表１部（校長職印押印） 

      イ 参加料・アスリートビブス代振込明細書のコピー＋納付書 

      ウ 宿泊申込（希望校のみ） 

※返信用封筒は不要…競技役員派遣申請や連絡文書等は大会事務局から参加校へ 

 メール配信する。 

 

 

 

 

 

 (3)参加料・アスリートビブス代振込について 

  ※下記銀行口座に依頼人名義を学校名で振り込むこと。（例 ナガオカミナミ） 

※振込手数料は参加校で負担すること。 

 

 

 
第四北越銀行 長岡南支店 普通口座 ５０２０２３０ 松永 昭夫 

上越地区：南保  賢治   上越市立城西中学校   943-0847 上越市南新町 3-3 

中越地区：菊池  毅    長岡市立南中学校    940-0081 長岡市南町 2-1-1 

下越地区：村田  健    阿賀野市立水原中学校  959-2032 阿賀野市学校町 9-9 

新潟市  ：丸山  穂高   新潟市立松浜中学校   950-3126 新潟市北区松浜 5-12-2 

 



※アスリートランキングシステムエントリー⇒http://www.athleteranking.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各校のアスリートビブスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 そ の 他     (1) 本大会は全国大会の予選を兼ねる。 

                     優勝チームは，新潟県の代表として全国大会に出場するものとする。 

                 (2) 参加選手の引率者及び監督・コーチは当該校の校長・教員、または部活動指導 

員とする。 

                 (3) 宿泊を希望する学校は，別紙宿泊申込用紙に必要事項を記入の上，必ず大会申 

し込みと同時に申し込むこと。希望宿舎がある場合は申込書に明記すること。 

           宿泊料（中体連料金）１泊２食７，１５０円（税込） 

                    弁当                            ６６０円（税込） 

                 (4) レース中に起きた事故については応急処置のみ大会本部で行う。 

                 (5) 試走については各学校の責任で行うこと。 

(1) 申し込みの際，県登録ナンバー（各個人に与えられている４桁ナンバー）は使用しない。 

(2) 各地区の割り当てナンバーに従って、地区大会の順位をアスリートビブスとする。 

  【例】 

      上越地区    １～１９（割り当てナンバー） 

      上越地区大会  １位校はアスリートビブスを１とする。 

                     以下２位校は２とし，選手番号１～９をふる。 

      中越地区大会  １位校はアスリートビブスを２１とする。 

      下越地区大会  １位校はアスリートビブスを５１とする。 

   新潟市大会   １位校はアスリートビブスを７１とする。 

手順① アスリートランキング Web にアクセスし、各校のＩＤとパスワードでログインする。 

手順② 「エントリー」をクリックし、種目へのエントリーと選手登録をする。 

手順③ 審判員氏名を入力する。１チーム１名とし、男女で出場する学校は２名とする。 

⇒アスリートランキングエントリー申込締切 １０月２０日（水） 

期日を過ぎるとエントリーできない。 

手順④ 「申込一覧」をプリントアウトし、代表者名（学校長名）、所在地、電話番号を記入し、 

学校長職印を押印し、各地区部長に郵送する。 

   ⇒郵送申込締切 １０月２１日（木） 

    アスリートランキングエントリーが完了していないものは受け付けない。 


