
令和２年度 第２９回関東中学校駅伝競走大会要項 
 
１ 目  的  関東中学校駅伝競走大会は、中学校教育の一環として生徒に広くスポーツ実践の機会を与え，体

力・技能の向上と，スポーツ精神の高揚を図り，心身共に健康な生徒を育成する。また，スポー
ツの交流を通じて各都県間の親睦を図り，生涯スポーツの基礎つくりに寄与する。 

 
２ 主  催  関東中学校体育連盟  茨城県教育委員会  ひたちなか市教育委員会 
        関東陸上競技協会  (公財)東京陸上競技協会 
 
３ 主  管  茨城県中学校体育連盟  (一財)茨城陸上競技協会 
 
４ 後  援  茨城県学校長会 （公財）茨城県体育協会  茨城新聞社 
 
５ 期  日  開 会 式  ※感染拡大予防の観点から実施しない 

競  技  令和２年１２月５日（土） 雨天決行 
女子の部 １３時００分 スタート 
男子の部 １４時４０分 スタート 

閉 会 式  ※感染拡大予防の観点から実施しない 
 
６ 会  場 （１）開 会 式  実施しない 

（２）競  技  笠松運動公園内周回コース 
（３）閉 会 式  実施しない 

 
７ 参加資格 （１）都県中学校体育連盟加盟の学校に在学し，当該競技要項により、関東中学校体育大会の参加

資格を得た者とする。参加する生徒は，学齢・修業年限が一致していること。ただし、令和
２年６月３０日までに，都県中学校体育連盟を通じて（公財）日本中学校体育連盟に申し出，
承認を得た生徒についてはこの限りではない。 

（２）関東各都県中学校体育連盟が主催する大会において，選抜された男女別の中学校単一チーム。 
（３）参加資格の特例 

① 学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，各都県中学校体育連盟の予
選大会に参加し，関東中学校体育大会への参加資格を得た者。 

② 参加を希望する学校は，以下の条件を具備すること。 
ア 関東大会の参加を認める条件 
（ａ）関東中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し，それを尊重すること。 
（ｂ）参加を希望する学校にあっては，学齢・修業年限が一致していること。また，連携

校との生徒による混成は認めない。 
（ｃ）各学校にあっては，部活動が教育活動の一環として，日常継続的に責任ある教員・

部活動指導員のもとに適切に行われており，運営が適切であること。 
イ 関東大会に参加した場合に守るべき条件 
（ａ）関東中学校体育連盟大会要項及び規則を遵守するとともに，大会の円滑な運営に協

力すること。 
（ｂ）大会参加にあっては，校長・教員・部活動指導員が引率するとともに，万一の事故

の発生に備え，傷害保険に加入するなど万全な事故対策を立てておくこと。 
（ｃ）大会に参加する経費は，当該校が負担すること。 

 
８ 大会参加料  参加選手一人につき２，０００円（申込人数分）とする。また，ナンバーカード代として男子

３，０００円（５００円×６名），女子２，５００円（５００円×５名）を別途，徴収する。
なお，参加料及びナンバーカード代は，理由の如何に関わらず返金しない。 

 
９ 監督・引率 （１）参加選手の監督・引率は，出場校の校長・教員・部活動指導員とする。部活動指導員が引

率・監督を務める場合は，所定の「部活動指導員確認書（校長承認書）」様式６に必要事
項を記入し，大会事務局に参加申込み時に提出する。なお，部活動指導員は，他校の引率
者及び依頼監督にはなれない。 
※「部活動指導員」とは，学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者をいう。 

（２）関東中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者，監督，部活動指
導員，外部指導者（コーチ），トレーナー等は，部活動の指導中における暴力・体罰・セ
クハラ等により，任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとし
ている。校長はこの点を確認して，大会申込書を作成する。なお，外部の指導者は校長か
ら暴力等に関する指導処置を受けていないこととする。 



10 参加制限  （１）関東各都県から推薦された男子４チーム・女子４チーム。 
開催地の茨城県からは，男女ともにさらに１チームが出場できる。 

（２）チーム編成〔男子〕選手６名・補員３名・監督１名  合計１０名 
〔女子〕選手５名・補員３名・監督１名  合計 ９名 

 
11 競技方法  （１）男子 ６区間  全長 約１８．２６ｋｍ 

第１区 ３．２６ｋｍ  第２区～第６区 ３．００ｋｍ 
（２）女子 ５区間  全長 約１２．５３ｋｍ 

第１区 ３．２６ｋｍ  第２区～第４区 ２．０９ｋｍ 
第５区 ３．００ｋｍ 

 
12 競技規定  （１）本大会の競技は、２０２０年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則 同「駅伝競走規準」

及び大会要項，大会規定によるものとする。 
（２）学校対抗とする。 
（３）コース，スタート地点，中継線，フィニッシュラインなどは別紙で示したとおりとする。 
（４）各校のユニフォームは，同一系のユニフォームを着用する。 
（５）使用するシューズについてはワールドアスレチックス規則第１４３条を適用する。規定外 

のシューズについては，競技に使用することができない。 
（６）ナンバーカードは，大会本部から支給された４枚を使用すること。うち２枚は，ユニフォ

ームの胸・背部につけ，１枚は上着（ボアコート等）に確実につける。なお，腰ナンバー
は右腰につける。 

（７）招集は，第１区走者はスタートの２０分前まで，第２区走者以降は先頭走者到着予想時刻
の１５分前までとし，招集完了後は係員の指示に従い，出走地点脇の待機所で待機するこ
と。招集場所は，１区はスタート地点横（第４ゲート外側），２区～５区（男子は６区）
は中継点横（メイン競技場入口前広場）に設ける。 

（８）申し込み後の選手変更は認めない。正式オーダーは，あらかじめエントリーされた選手の
中から決定し，女子は１０時００分から１１時００分まで，男子は１１時４０分から１２
時４０分までにＴＩＣ（主陸上競技場正面玄関前）に提出すること。 

（９）参加選手は，「別紙１：体調管理チェックシート（大会前／提出用）」に大会前１週間分
の体調を記録し，「様式２：大会参加承諾書（生徒用）」と併せて学校受付（第４駐車場、
投てき場付近）に提出すること。監督・引率者等については，「別紙３：来場者体調記録
表」に必要事項を記入して提出すること。なお，提出時間は，女子の部８時３０分～１０
時００分，男子の部９時３０分～１１時００分とする。滞留を避けるため，時間前には来
場しないこと。 

（10）「たすき」については，大会本部で準備したものを使用する。「たすき」は大会当日，大
会本部より「正式オーダー表」と引き換えに各参加校に配付する。 

（11）スタート位置は，都県予選順位により決定する。抽選は行わない。 
（12）大会運営をスムーズにするために，コース及び招集所や中継地点，メイン競技場内は，選 

手・競技役員以外は立入禁止とする。 
（13）その他については，「競技注意事項」ならびに「参加にあたっての申し合わせ事項」等を 

遵守すること。 
 
13 表  彰   ※ 感染症拡大防止の観点から，表彰は行わない。上位８位入賞校は，競技終了３０分後を目 

安にＴＩＣ（主競技場正面玄関前）にて代表者が受け取ること。 
  （１）男・女優勝校には，それぞれ優勝旗・優勝トロフィーを授与する。 

（２）第３位までの入賞校には，メダルを授与する。 
（３）第８位までの入賞校には，賞状及びトロフィーを授与する。 
（４）各区間において最高記録を樹立した選手には，区間賞を授与する。 

 
14 申込方法  （１）大会に参加する生徒とその保護者は「別紙４：同意書」に必要事項を記入し，捺印の上，

所属校の校長に提出する。 
        （２）添付されているＵＳＢより申込ファイルを開き，各参加校で必要事項を正確に記入する。 
        （３）校長は「同意書」を確認の上，プリントアウトした大会申込書に捺印する。学校長職印を

捺印し，１１月１９日（木）までに大会事務局（古河市立総和南中学校）まで郵送する。 
（４）保護者の観戦希望がある際には，添付されているＵＳＢより「別紙５：来場及び観戦申請

書」を開き，必要事項を記入して学校長確認の上捺印し，大会申込書と併せて郵送する。 
（５）申込ファイルのデータを添付ファイルとして下記アドレスに１１月１７日（火）１７時ま

でに送信する。 
（６）別紙正式オーダー用紙及び「別紙１：体調管理チェックシート（大会前／提出用）」，「別

紙２：大会参加承諾書（生徒用）」，「別紙３：来場者体調記録表」は，当日の受付時に
提出する。 

＊参加料一人につき２，０００円（申込人数分）とする。また，ナンバーカード代として，
男子３，０００円（５００円×６名），女子２，５００円（５００円×５名）は，１１月
１９日（木）までに下記の口座に振り込むこと。（手数料は参加校負担） 



（振込先） 
  常陽銀行 岩瀬支店 店番０８３ 口座番号 普通 １５７５４５０  
   口座名義 第２９回関東中学校駅伝競走大会 

（２）申込先 
① 入力したデータ 送信先  ibaraki.jr.tandf@gmail.com  

＊データ送信後，確認書をＦＡＸで送る 
② 参加申込書   郵送先 〒306-0225   茨城県古河市磯部１７７３ 

古河市立総和南中学校内 
第２９回関東中学校駅伝競走大会事務局  佐藤 稔  宛 

ＴＥＬ ０２８０－９２－１７０９ 
ＦＡＸ ０２８０－９２－８３８０ 
携 帯 ０９０－１５５０－５３９３ 

（３）申込期限     データ 令和２年１１月１７日（火） １７時厳守 
紙媒体 令和２年１１月１９日（木） 

＊予選会が終了していない都県については、大会終了後速やかに申込を行うこと。 
 
15 監督会議  ※感染拡大予防の観点から，最終打ち合わせ会議のみの実施とし，都県委員長が参加校を代表し 

て出席する。 
        （１）日 時  令和２年１２月４日（金） １４時００分～ 

（２）場 所  笠松運動公園陸上競技場 会議室 
〒311-0102   茨城県ひたちなか市佐和 2197-28（管理事務所） 

TEL 029-202-0808  FAX  029-202-6661 
＊本会議は，競技規則，大会運営，その他細部について確認するので，各都県委員長が出席
すること。会議内容は，都県委員長及び大会ホームページにて参加校監督に周知する。 

 
16 宿泊・弁当 （１）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，日帰りで参加できる競技日程で開催する

ため宿泊を斡旋しない。 
（２）弁当の注文については，別紙弁当申込要項を参照すること。 

 
17 そ の 他  （１）本大会への来場者については，エントリー選手とそのチームの監督，コーチ，引率を含む

３名までとする。また，保護者の来場については，参加申し込み時に提出する書類に記載
された，１競技者に対し 1名のみ認める。詳細については，「参加にあたっての申し合わ
せ事項」を参照すること。 

        （２）新型コロナウイルス感染症に係る参加の可否については，別紙「参加にあたっての申し合
わせ事項」を遵守すること。 

        （３）感染拡大防止の観点から，大会前日までの試走等についてはご遠慮ください。 
        （４）本大会は，大会前日の公開練習日を設定しない。但し，大会当日１０時００分～１２時１

５分までの時間をコース練習の時間に充てる。なお，コース上の安全確保の為，ジョギン
グ程度の練習に留めること。 

（５）本大会期間中における参加者の傷害等は教育活動内の大会であるので，「独立行政法人日
本スポーツ振興センター法」の適用になる。 

（６）すべての参加者は健康保険証を持参することが望ましい。（健康保険証がない場合は保険
医療が受けられない場合があります。） 

（７）競技中に発生した傷害及び疾病の応急処置については主催者側で行うが，以後責任は負わ
ない。 

（８）会場内への旗・横断幕等の持ち込みや，テント設営等については，競技注意事項及び参加
にあたっての申し合わせ事項等を遵守すること。 

（９）その他の感染防止対策等については，「参加にあたっての申し合わせ事項」及び「大会参
加における感染防止策チェックリスト」を参照すること。 

（10）今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては，大会要項及び申し合わせ事項等を変
更したり，大会を中止にしたりすることも有り得ることをご了知願います。 

 
18 連 絡 先  〔 開催前 〕 古河市立総和南中学校  佐藤 稔 
               TEL 0280-92-1709  FAX 0280-92-8380  携帯 090-1550-5393 
        〔 開催中 〕 笠松運動公園管理事務所 
               TEL 029-202-0808  佐藤携帯 090-1550-5393 

〔大会ＨＰ〕 https://jaaf-ibaraki.com 


