平成２９年度 長崎県高等学校新人体育大会
（男子第３９回・女子第２９回）駅伝競走大会実施要項
１ 主 催

長崎県高等学校体育連盟

２ 後 援

諫早市教育委員会

３ 期 日

平成３０年２月１０日（土）
開 会 式
…… １０時００分
女子スタート …… １１時００分
閉 会 式
…… １５時００分

４ 会 場

長崎県教育委員会

長崎陸上競技協会

諫早市陸上競技協会

男子スタート …… １２時３０分

長崎県立総合運動公園周回コース（諫早市宇都町）

５ 区間・距離及び中継点先頭通過予定時刻
（女子：５区間
16,000ｍ）

女

（男子：６区間

子

29,000ｍ）

男

子

１区

４０００ｍ

１１：００スタート

１区

５０００ｍ

１２：３０スタート

２区

２０００ｍ

１１：１３

２区

３０００ｍ

１２：４５

３区

５０００ｍ

１１：１９

３区

８０００ｍ

１２：５４

４区

２０００ｍ

１１：３６

４区

５０００ｍ

１３：１８

５区

３０００ｍ

※コース略図参照

１１：４２

５区

３０００ｍ

１３：３３

１１：５２ゴール

６区

５０００ｍ

１３：４２
１３：５８ゴール

６ 参加資格
（１）参加者は長崎県高等学校体育連盟に加盟している生徒に限る。
（２）年齢は平成１１年４月２日以降に生まれた者とし、１年・２年在学生徒に限る。
（定時制・通信制課程
は平成１０年４月２日以降に生まれたものとする）但し、同一学年での出場は１回限りとする。
（３）チーム編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。
（４）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。
（５）転校後６カ月未満の者は参加を認めない。外国人留学生もこれに準ずる。但し、一家転住等の理由に
よりやむを得ない場合は、県高体連会長の認可があればこの限りではない。
（６）参加者は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。
（７）参加資格の特例による学校の参加については、長崎県高等学校新人体育大会開催基準要項のとおりと
する。
（８）その他は、大会申し合わせ事項による。
７ 参加申込
（１）申込締切日 メールによる申込
平成３０年１月１２日（金）午後５時必着
郵送申込書（要公印）
平成３０年１月１５日（月）必着
（２）申込内容
１、参加申込書
・・・・・１部（男女別）
２、参加申込（メール）
・・・ １通
３、参加負担金
・・・・・男子：４，０００円
（銀行振込で送金）
女子：４，０００円
４、ナンバーカード代金・・・男子：１，５００円（６名分）
（銀行振込で送金）
女子：１，３００円（５名分）

（３）申 込 先
１、参加申込書
※長崎県高体連のＨＰよりファイルをダウンロードし、必要事項を記入後、印刷・押印をして、
駅伝事務局宛郵送すること。
（必ずメールと同じものを郵送すること）
〒８５４−０５９５
雲仙市小浜町北野６２３
長崎県立小浜高等学校内 駅伝専門部長 宛
２、参加申込書（メール）
※「１参加申込書」のファイルに入力後、ファイル名を学校名に変更して駅伝事務局宛メールに
添付すること。
（件名：駅伝申込/学校名/監督名）

nagasaki-koukouekiden@news.ed.jp
３、参加負担金・ナンバーカード代金振込先
指定銀行
十八銀行 小浜支店
口座番号
普通 １０１２５０９
口座名義
長崎県立小浜高等学校長 田中健司
８ 競技規則・方法
（１）学校対抗とする。１校 1 チームの参加とするが、別に定める規定によりオープン参加を認める。
（２）チーム編成について
男子：監督１名．選手９名以内とする。
監督会議２０分前まで（8:10〜8:40）に、申し込み選手９名以内より１区～６区の正走者をオ
ーダー用紙にて提出すること。
女子：監督１名．選手８名以内とする。
監督会議２０分前まで（8:10〜8:40）に、申し込み選手８名以内より１区～５区の正走者をオ
ーダー用紙にて提出すること。
※オーダー用紙は役員委嘱状とともに各校へ郵送する。
（３）選手の登録抹消及び新規登録について
病気や怪我の場合は診断書を添えて、また、特別な事情の場合は理由書を添えて、オーダーと同時に
提出する。
（４）オーダー提出後の選手の変更は、不慮の事故等以外は認めない。
（５）引継ぎには、主催者が準備したタスキを用いること。
（終了後返却）
（６）競走には一切、伴走を認めない。
（７）その他、監督会議での申し合わせ事項による。
９ 監督会議および競技役員会議
平成３０年２月１０日（土）９時００分より県立総合運動公園（諫早市）陸上競技場研修室にておこなう。
１０ 表 彰
団体は第３位までとし、各区間は第１位を表彰する。
１１ その他
（１）開会式・閉会式は諫早市県立総合運動公園陸上競技場で行う。
（２）開会式には、全員参加すること。
（３）参加校は、審判員１名を派遣すること。
（４）試走をおこなう場合は、当該校にて公園管理事務所に届け出ること。
（５）ナンバ－カ－ドについては、申込受付後、各チームに連絡する。
（一括購入とする）
（６）コース内での応援は禁止する
（７）ゴミの収集については、各校で責任を持つこと。
（８）宿泊は、各校で手配すること。

（９）コースは、確定次第、長崎陸上競技協会ＨＰに掲載する。各学校でダウンロードすること。
（10）本大会参加申込書に記載される生徒の個人情報について
○利用目的 ・大会競技プログラムへの掲載
・参加資格の確認（年齢・転校等）
・競技成績に公表（学校名、氏名、学年、性別、成績、記録）

長崎県高等学校新人駅伝競走大会 オープン参加規定
（１）標記大会へのオープン参加をみとめる。
（２）オープン参加選手の資格は、正規チームのエントリー資格に準ずる。
※ 実施要項 ６ 参加資格 参照
（３）オープン参加は、チーム・個人ともに、順位・表彰の対象とはならない。
（４）
参加負担金およびナンバーカード代は、
チームごとに、
正規チームと同額を指定口座に振り込むこと。
（５）エントリーに関する細則は次のとおりとする。
〔同一高校が複数チームをエントリーする場合〕
①オープン参加は１校１チームとする。２チーム以上をエントリーすることはできない。
②男女ともに、正規チームとのエントリーメンバーの重複は３名以内とする。
ただし、当日正規チームに出走しない正規チームエントリー選手はオープンチームでも出走できる。
③監督および審判員は、正規チームとオープン参加チームを兼任できる。
④参加申し込みの手続きは、正規チームと同様とし、学校名の欄に、正規チームには「○○高校」
、
オープン参加チームには「○○高校 B」と記入する。
〔他校との合同チームの場合〕
①合同チームを編成する高校等は、長崎県高体連加盟校であること。
教育的見地から、週末に合同練習ができる範囲の近隣校同士であることが望ましい。
ただし、離島校についてはこの限りではない。
②合同チームにエントリーする選手は、他のチームとの重複エントリーはできない。
③監督および審判員は、他のチーム（正規・オープンともに）との兼任はできない。
④参加申込書には、学校名の欄に「○○高校・△△高校合同」と記入する。
⑤各エントリー選手の備考欄に「○○高校」と所属校名を入れること。
⑥メール申込みは、代表校が行うものとするが、郵送申込みは、各校で起案し、各校の校長印を押し
たものをそれぞれ郵送すること。

県高校新人駅伝大会（県立総合運動公園）にかかる連絡事項

男子第３９回・女子第２９回長崎県高等学校新人駅伝競走大会は、県立総合運動公園（諫早市）の周回コ
ースで実施します。
つきましては、下記の注意点をご確認の上、よろしくお取りはからいをお願いいたします。

記

１．宿泊について
宿泊が必要な学校は、各校で予約をお願いします。

２．コースについて
メイン競技場が使用できそうですので、メイン競技場発着で実施したいと思います。男女ともに周回
コース・各中継点については、コース図を参考にしてください。
３．試走（下見）について
試走（下見）の際は次の手続きを必ず行うようにしてください。
（１）事前に管理事務所（０９５７－２２－０１２９）に電話連絡し、当日が試走可能か、下見のみ可
能かを確認した上で計画を立ててください。
（２）試走（下見）来場時は、管理事務所へ出向き、新人駅伝の練習で園路を使用する旨を申告して下
さい。
（３）コースについては、テニスコート付近から一般道を走ることになります。ここには安全確保のた
めの要員を配置したり、走行速度を落として安全確認するようにして、交通事故の防止につとめ
てください。
（４）特に休日は、家族連れの利用者が多く、ベビーカー・三輪車・幼児の自転車等が園路を通行しま
す。加害事故がないよう十分注意してください。
４．参加負担金・ナンバーカード代金について
申込締切までに参加負担金・ナンバーカード代金を振り込んでいただくようお願いいたします。

男子

フィニッシュラインより１６７ｍ後方よりスタートしトラックを１周し外周へ出る。
第１ゲートより外周へ出て東屋手前より右折し２ｋコースを１周する。２周目からからはテニスコートから公道へ出て
左折しソフトボール場下付近まで公道を走り再び公園周回路となる。１周２７００ｍの周回コースである。
ゴールへは第４ゲートより入場しホームストレートを走りゴールする。
中継所のポイントは赤のマークが打ってあり男子は白文字でＭ（第１中継所はＭ１）となっている。
アンカー
Ａ１５００から第４ゲートへ向かう

第４中継所
スタート（１６７ｍ）

※注意事項
・第１ゲートを出たところから２ｋのジョギングコース（赤い走路）
へは行かないこと（男子１区も同じ）
・男子１区のみスタート後公園２ｋ周回コースを１周走る
・コースは男子１区以外１周２７００ｍの周回コース
・テニスコートからソフトボール場下までは公道を走る
（ジョギングコース（赤い走路）ではない）

フィニッシュ

※公道を

ること

※公道へ出ること

※２ｋコース

第１中継所

第５中継所
第３中継所
第２中継所
※２ｋの周回コース
へ かないように注
意する

中継点詳細
第１中継所：Ａ２０００ラインから２９ｍ先
第２中継所：Ａ２００ラインから１２９ｍ先
第３中継所：Ａ２００ラインから２９ｍ先
第４中継所：Ａ１８００ラインから２９ｍ先
第５中継所：Ａ１００ラインから２９ｍ先
※２ｋのジョギングコース（赤い走路）上に
Ｓから１００ｍごとにＡ１００～Ａ２０００
までの距離表示があります

女子

フィニッシュラインより２４７ｍ後方よりスタート。
第１ゲートより外周へ出て東屋手前より右折しテニスコートから公道へ出て左折しソフトボール場下付近まで公道を走り
再び公園周回路となる。１周２７００ｍの周回コースである。
ゴールへは第４ゲートより入場しホームストレートを走りゴールする。
中継所のポイントは赤のマークが打ってあり女子は黄文字でＷ（第１中継所はＷ１）となっている。

アンカー
Ａ１５００から第４ゲートへ向かう
フィニッシュ地

※注意事項
・第１ゲートを出たところから２ｋのジョギングコース（赤い走路）
へは行かないこと
・コースは男子１区以外１周２７００ｍの周回コース
・テニスコートからソフトボール場下までは公道を走る
（ジョギングコース（赤い走路）ではない）

第４中継所

第１中継所
第２中継所から７００ｍ先

スタートは２４７ｍ
地点
※公道を

ること

※公道へ出るこ

第３中継所
※２ｋの周回コースへ

かない
第２中継所

中継点詳細
第１中継所：テニスコート掲示板付近
第２中継所：じょうやまこうえん門柱前付近
第３中継所：Ａ１００ラインから１９ｍ先
第４中継所：Ａ１４００ラインから１９ｍ先
※２ｋのジョギングコース（赤い走路）上に
Ｓから１００ｍごとにＡ１００～Ａ２０００
までの距離表示があります

