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令和元年度 第 24回 西日本地区高等専門学校駅伝競走大会 実施要項 
 

1. 主  催  西日本地区高等専門学校陸上競技専門部 

2. 共  催  日本高専陸上競技協会、山口陸上競技協会 

3. 協  賛  瀧本株式会社、ハヤカワスポーツ（予定） 

4. 期  日  令和元年 12 月 25 日（水）・26 日（木） 

12 月 25 日（水） 

監督会議      16 時 00 分 競技会場内 セミナールーム 2 

12 月 26 日（木） 

監督打ち合せ     8 時 30 分 競技会場内 セミナールーム 2 

開会式            9 時 00 分  競技会場内 多目的ドーム 

          3km ロードレース  9 時 45 分  山口きらら博記念公園内特設コース 

          駅伝出発          10 時 30 分 山口きらら博記念公園内特設コース 

閉会式（予定）    13 時 30 分 競技会場内 多目的ドーム 

5. 競技会場  山口きらら博記念公園 

        〒754-1277 山口県山口市阿知須 509 番地 50  電話：0836-65-6900（代表） 

        URL https://www.kirara-memorial-park.jp/ 

 6. 競技内容    (1) 駅伝 

 

 

                 スタート地点、各区間の中継所は多目的ドーム前とし、ゴールはスタート地点から 195ｍ前方 

とする。 

         (2) ロードレースは 3km 

 7. 競技規則  2019 年日本陸上競技連盟競技規則および本大会の大会規定による。 

 8. 参加資格   (1-1) 駅伝競走について 

出場競技者は、高等専門学校に在籍する男子学生（専攻科生を含む）であり、2019 年度 

日本陸上競技連盟登録者とする。 

(1-2) 駅伝競走のオープン参加について 

出場競技者は(1-1)に準拠し、1 校からの出場は 2 チーム以内とする。A チームは駅伝競走への 

正式参加とし、B チームはオープン参加とする。また、複数校が合同チームとしてエントリー 

した場合は、オープン参加として取り扱う。 

                (2) 3km ロードレースについて 

出場競技者は、高等専門学校に在籍する学生（女子および専攻科生を含む）であり、2019 年度 

日本陸上競技連盟登録者とする。 

 9. 表  彰  (1) 駅伝：団体総合 

          総合 3 位まで表彰する。優勝校には賞状および優勝旗を授与し、2 位,3 位には賞状を授与する。 

                (2) 駅伝：区間賞 

          各区間について、オープン参加を含む全ての競技者を対象として、第 1 位を表彰する。 

        (3) 駅伝：躍進賞 

          前年度の団体総合順位で、1～9 位（上位クラス(A)）、10 位以下（下位クラス(B)）に分けて、 

各クラスにおいて前年度比で最もタイムを短縮したチームをそれぞれ表彰する。 

なお、前年度オープン参加のチームは表彰対象から除外する。 

        (4) 駅伝：最優秀選手賞 

          駅伝大会に参加した全選手の中から、最も顕著なパフォーマンスを発揮した選手（原則 1 名）

を大会会長と審判長が選出し表彰する。最優秀選手には賞状および楯を授与する。 

        (5) 駅伝：区間新記録賞 

          従来の区間記録を更新した者（ただし同区間の区間賞獲得者を除く）を表彰する。 

        (6) 駅伝：特別表彰 

          通算で 3 回目もしくは 5 回目の区間賞を獲得した者を表彰する。 

        (7) 3km ロード：男女別総合 

          男子の部、女子の部それぞれについて、上位 3 位まで表彰する。 

 

 



2 

 

 

10. 参加料および納入方法 

        1 チーム当たり 8,000 円を大会前日の監督会議受付時に支払う。 

11. 参加申込   

                (1) 提出書類、申込・提出期限、申込先は上記の表に記す。 

(2) 申込方法 

         ①～③は、電子メール（添付ファイル）で上記申込先へ送信すること。 

         なお、②大会出場申込書の押印はメール申込時は不要。ただし、監督会議前には校長印を押印 

したものを提出すること。 

④の駅伝オーダー表・3km ロードレース出場者名簿)は、監督会議前に提出すること。 

3km ロードレース出場者名簿には、性別と参考記録を記入する。 

         注)④については、出場者名の誤字を防ぐため紙媒体に加えて電子媒体（USB メモリ等）でも 

提出すること。 

                (4) 宿泊 

         宿泊の斡旋は行わないので各校で手配し、①参加調査（様式 1）に予定先を記載すること。 

         宿泊等の情報は「山口市コンベンション協会 http://yamaguchi-city.jp/convention/」を参照。 

                  なお、上記の協会からの補助金の関係から可能であれば山口市内の施設を利用頂きたい。 

12. 駅伝オーダー表提出時の留意事項と選手変更 

                (1) 駅伝オーダー 

         駅伝に出場する選手(④様式-4)は、大会出場申込書(②様式-2)に記載されている 10 名に限る。 

        (2) 選手変更 

A、B の 2 チーム出場の学校は、A から B への移動のみ認める。 

         オーダー表(④様式-4)提出後の選手変更は原則として認めない。 

         やむをえない理由がある場合は、補員との変更に限りこれを認める。その場合には、監督 

打ち合せ（大会当日）で申し出て承認を得ること。 

         注）オーダー変更や 3km ロードレースの欠場の連絡は、監督打ち合せ時の配布資料に間に 

合うように、あらかじめ大会当日の 8 時 20 分までに大会本部まで報告すること。 

13. その他   (1) 競技中の事故および負傷については、応急処置のみ大会本部で行うが、主催者側はそれ以上 

の責任は負わない。 

         (2) 競技役員や補助員の打ち合わせは、12 月 25 日（水）監督会議終了後、多目的ドーム内の 

観客席にて行う。 

         (3) 本大会のエントリーや結果等については、インターネット上で公開する。 

                    大会ホームページ http://www.n-kosen-ekiden.com/ 

          大会情報 twitter https://twitter.com/n_kosen_ekiden（ @n_kosen_ekiden ） 

 

                     

 

 

申込・提出書類様式 提出方法 申込・提出期限 備考 

① 参加調査(様式-1) 電子メール(Excel ファイル) 11/25(月)  

② 大会申込書(様式-2) 
A 電子メール(Excel ファイル) 

B 申込書原本(印刷して持参) 

A：12/13(金) 

B：12/25(水)15:30 

 ＊監督会議前まで 

 

B については、校長と学校医の押印、

及び健康診断結果が必要 

③チーム紹介(様式-3) 電子メール(Excel ファイル) 12/13(金)  

③ オーダー表(様式-4) 

(駅伝、3km ロードレース) 

A 紙媒体(印刷して持参) 

B 電子媒体(Excel ファイル) 

12/25(水)15:30 

＊監督会議前まで 

・A、B 両方の提出が必要(大会会場) 

・B は USB メモリ等で提出 

○申し込み先、提出先(大会事務局) ①(様式-1)、②A(様式-2)、③(様式-3) 

〒866-8501 熊本県八代市平山新町 2627 

   熊本高等専門学校八代キャンパス 陸上競技部顧問 川尾勇達 

TEL/FAX 0965-53-1242/0965-53-1259  E-mail：kawao@kumamoto-nct.ac.jp 

○電子メールに添付する Excel ファイル ＜②2019(24th)西日本高専駅伝申込様式 (○○高専).xlsx＞＊○○に学校名記載 

http://www.n-kosen-ekiden.com/
https://twitter.com/n_kosen_ekiden

