
 

 

       令和３年度熊本県高等学校総合体育大会 
       第７４回熊本県高等学校駅伝競走大会 
       第３７回熊本県高等学校女子駅伝競走大会 
 

                       実  施  要  項  
 

１ 主 催  
 熊本県高等学校体育連盟 
  熊本県教育委員会 
 
２ 主 管     
 熊本県高等学校体育連盟駅伝・陸上専門部 
  （一財）熊本陸上競技協会 
 
３ 期日・会場 
 （１）日 時 令和３年１１月６日（土）  
             女子  ９時５０分 出発     男子 １１時４０分 出発 
 
 （２）会 場 えがお健康スタジアム（熊本県民総合運動公園陸上競技場） 
        付設スタート・フィニッシュ高体連駅伝コース 
        ◎女子  えがお健康→南北線→第二空港線→第一空港線→津久礼→えがお健康      
        ◎男子  えがお健康→南北線→第二空港線→国体道路東西線→津久礼→えがお健康 
 
 （３）距 離 ◎男子 ７区間 ４２．１９５ｋｍ 
                       第１区         １０ｋｍ     第５区     ３ｋｍ 
                       第２区           ３ｋｍ    第６区      ５ｋｍ 
                      第３区  ８．１０７５ｋｍ    第７区      ５ｋｍ 
                      第４区  ８．０８７５ｋｍ 
                ◎女子  ５区間 ２１．０９７５ｋｍ 
                       第１区            ６ｋｍ     第４区      ３ｋｍ 
                       第２区  ４．０９７５ｋｍ     第５区      ５ｋｍ 
                      第３区            ３ｋｍ 
   
４ 諸会議 
   専門委員会      １１月１日（月）  午前 ９時００分 えがお健康 102 号室 
   代表者会議      １１月１日（月）  午前１０時００分 えがお健康 102･103 号室 
   中継所担当者会議 １１月１日（月）  午前１１時３０分 えがお健康 104 号室 
                    ※上記時間は予定です。 
５ 競技規則・方法  
  (１) 規 則 
   この駅伝競走大会は、２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準及び本 
  大会規定による。 
 （２) 選手変更 
   女子・男子ともに大会当日の午前８時３０分までに当日変更の有無にかかわらず、大会 
  本部へオーダー用紙を提出し、タスキを受け取る。 
   なお、参加申込書記載の女子８名、男子１０名中での変更は自由とする。 

（３) 伴 走 
  車及び人による伴走、或いはこれに類するまぎらわしい行為があった場合は、失格の対 
 象となる。 

 （４) 走 路 
   競技者は、道路の左側端を走ること。ただし、審判員及び警察官の指示があった場合は、 
  その指示に従うこと。 



 

 

 （５) ナンバーカード 
   背に学校名、胸に学校番号を付けること。大きさは、２４ｃｍ×２０ｃｍ以内とし、数 
  字の大きさは、縦１０ｃｍ 以内とする。 

 （６) タスキ 

    タスキは肩から脇にかけて走ること。ただし、引継ぎ線前１００ｍ、先５０ｍは手に持 
    って走ってもよい。 

 （７) 出発レーン順 

  ア レーン順は代表者会議時、抽選により決定する。 

  イ 出発地点は走る方向に向かって左から右へ並ぶ。 

    （１列目 1～２０、２列目２１～４０、３列目４１～） 

 （８) 出 発 

  ア 出発５分前までに出発地点に集合し、最終点呼を受ける。 

  イ １０分前、５分前、１分前、３０秒前、２０秒前をそれぞれアナウンスし、１０秒前 
    をアナウンスしたとき同時に「On your marks」と呼ぶ。この時「用意」の姿勢で停止 
    し、ピストルの合図でスタートする。 

    （ピストルが鳴らなくても「カチィ」とピストルの音がしたらスタートすること。） 
 （９) 中 継 
   中継線より進行方向２０ｍのところに白線を引く。『タスキ』は中継線と白線の間で引 
  継ぎがなされなければならない。 

 （10) 折り返し 

      係員の指示に従い、道路右側に移動して走る。 

 （11) 事故の場合 
   レース中、競技者が不慮の事故のため競技を中止した場合は、次の区間において該当チ 
  ームの競技者を最後尾の競技者と同時に出発させる。その場合、チーム記録はオープンと 
  して取り扱い、競技を中止した以外の区間記録は認める。 

 （12) 競技者配置収容 
   各学校で行う。ただし、収容は最後尾のチームが通過して２０分後に開始し、最後尾の 
  チームを追い越しては行ってはならない。 
     なお、選手収容車は、すべて代表者会議で申し合わせた指定駐車場に駐車すること。 

  (13) 給 水 

   女子は第 1 区 ３Ｋｍ地点。男子は第 1 区 ５Ｋｍ地点と第３・４区 ４Ｋｍ地点で行う。    
  （地点については、道路事情により判断する） 
 
６ 参加資格 
  (１) 競技者は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍し、熊本県高等学校体育連盟 
   加盟校に在籍する生徒であること。ただし、全国高等学校駅伝競走大会に参加する学校 
   にあっては、日本陸上競技連盟の登録者であること。 

 （２）年齢は、平成１４年４月２日以降に生まれた者とする。 
       ただし、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

 （３）チームの編成において、全日制課程、定時制課程及び通信制課程の生徒による混成    
   は認めない。また、女子生徒、男子生徒によってのみ編成する。 

 （４）複数合同チームによる大会参加 
    少子化に伴う部員不足による複数校合同チームの大会参加は、別途に定める「複数校 
   合同チームの大会参加規程」に従う。 
（５）転校後６ケ月未満の者は出場できない。（外国人留学生もこれに準ずる。）ただし、 
  一家転住等やむを得ない場合は、熊本県高等学校体育連盟会長の認可があればこの限り 
  ではない。 

 （６）参加者は、在学する学校長の承認を必要とする。 
  (７) 参加資格の特例 

    上記(１)(２)に定める生徒以外の参加については、全国高等学校駅伝競走大会開催    
   基準要項並びに全九州高等学校駅伝競走大会開催基準要項に準じる。 

 （８）参加制限   １校１チームとする。 



 

 

  (９) 外国人留学生の参加については、エントリーは１校２名以内、出場は１名のみとす    
   る。また、出場区間については、男女とも第１区以外の区間での出場とする。 

  
７ 引率・監督 
 （１）引率責任者は当該校の教員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員 
      （学校教育法施行規則第 78 条の２に示された者）も可とする。ただし、「部活動指導 
   員」に引率を委嘱する校長は県高体連会長に事前に届け出る。 
 （２）監督・コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合はスポーツ安全 
   保険（傷害、賠償責任保険等）に必ず加入することを条件とする。 
 
８ 個人情報の取扱い 
  本大会の参加申込書等によって取得した個人情報の取扱については、「熊本県高等学校体 
 育連盟個人情報保護方針」に基づき取り扱う。なお、参加申込書の提出をもって、これらの 
 取扱いに関して参加生徒及びその保護者の承諾を得たものとして対応する。 
  (１) 参加申込書に記載された個人情報の取扱い 
    ア 大会プログラムに掲載する。 
    イ 競技場内でのアナウンス等による紹介・コールすることがある。 
    ウ 競技場内外の掲示板等に掲示されることがある。 
 （２） 競技結果（記録）等の取扱い 
    ア 熊本県高等学校体育連盟ホームページで公開することがある。 
    イ 大会報告、熊本県高等学校体育連盟年報、熊本県高等学校体育連盟周年記念誌へ掲載 
    することがある。 
    ウ 報道機関等の取材により、新聞等のメディアで公開されることがある。 
 
９ 開会式・閉会式及び表彰 
  開会式・閉会式は実施しない。 
  なお、表彰については、団体表彰（１位～３位）及び区間賞のみ実施する。 
    また、本大会第１位は全国大会への参加資格が 、第１位・第２位・第３位は九州大会（佐 
 賀県開催）への参加資格が与えられる。 
 
１０  参加申込 
 （１）第１段階として、「事前調査用紙」に必要事項を記入の上、１０月５日（火）までに 
   下記担当宛てＦＡＸにて送付すること。 
 （２）熊本陸上競技協会ホームページ（http:// kumariku.com)から参加申込書をダウンロ 
   ードし、必要事項を記入の上、学校長印を押印し、１０月１９日（火）までに下記担当 
   宛てまで郵送すること。また、同時に参加申込書をメール申込先宛て電子メールにて送 
   付すること。 
      ※封書の表面に「県高校駅伝参加申込書在中」と明記してください。 
      ※報道関係提出資料（３部）と保護者名簿（別紙３）も忘れずに提出してください。   

●締切：令和３年１０月１９日（火） １６：００まで  
【担 当】熊本県高体連駅伝専門部専門委員長 

      熊本県立北稜高等学校 吉 野 宏 幸  
          〒865-0061 玉名市立願寺２４７ 

         ＴＥＬ：0968-73-2123  ＦＡＸ：0968-74-4101 

      ※学校まで持参される場合は、必ず事前にご連絡下さい。 

メール申込先   
 west.s.o@live.jp（情報担当：熊本中央高校 西口 賢士） 

      ※郵送とメールの両方の申し込みがなかった場合、参加は認められませんのでご注意く 

    ださい。 
 



 

 

（３）大会参加者は、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、県高体連ＨＰの保護
者承諾書（別紙１－１）を所属長に提出すること。なお、提出後は顧問で保管しておく
こと。また、大会１週間前から大会後２週間までは検温をし、記録しておくこと。 

  （４）顧問は専門部長への証明書（別紙１－２）を大会本部へ提出すること。 
 （５）参加料は次のとおりとし、代表者会議（１１月１日）の受付時に納入すること。  
    加盟校：エントリー人数×５００円 非加盟校：エントリー人数×１０００円  
     ※なるべく釣り銭がいらないように準備ください。  

 
１１  その他 
  (１)  代表者会議の申し合わせ事項による。 

  (２)  開会式……今年度は実施しない。 

 （３)  点 呼……第１区は女子９時４０分、男子１１時３０分とする。 
                  他は、各通過予定時刻２５分前とする。 

 （４） 付 添……各中継所とも配置は各校１名とし、必ず腕章(校名入)を付けること。 
         （腕章は各校で準備すること。） 

           なお、配置は各中継地点より２０ｍ以遠までとする。 
          (２０ｍ以内は役員のみとする。） 

（５） 荷 物……各競技者の荷物等は運搬せず、次走者衣類を着用するか、あらかじめ次走 
         者の付添に依頼しておく。 

 （６） 閉会式……今年度は実施しない。 

 （７） 優勝校……監督・主将・最終走者、フィニッシュ後インタビュー席へ。 

 （８） 繰り上げ出発要領並びに高体連が準備するタスキ 

  ア 繰り上げ出発要領 

    ・女子先頭通過後、第１中継所で１０分以後、第４中継所で１０分以後に繰り上げ出発 

     をおこなう。 

      ・男子先頭通過後、第１中継所で１０分以後、第４中継所で１５分以後、第６中継所で 
     １０分以後に繰り上げ出発をおこなう。（タスキは本部で準備する。） 

   イ 使用するタスキのデザイン 

   （ア）各学校で準備するタスキのデザインについては、専門委員長の許可を得ること。 

   （イ）高体連が準備するタスキは次のデザインとする。 
    ●出発用 
          女 子・・・Ａタスキ(白地にオレンジ文字・高体連マーク)   
          男 子・・・Ｂタスキ(白地に紺文字、赤高体連マーク)       
     ●繰り上げ出発タスキ 

          女 子・・・２区(第１中継所)  Ｃタスキ（赤地に白文字・白マーク) 
                      ５区(第４中継所)  Ｃタスキ（赤地に白文字・白マーク) 
          男 子・・・２区(第１中継所)  Ｄタスキ（白地に緑文字・緑マーク) 
              ５区(第４中継所)  Ｅタスキ（青地に赤文字・赤マーク） 

                      ７区(第６中継所)  Ｅタスキ（青地に赤文字・赤マーク） 

          ※繰り上げ実施予定中継所以外の中継所にも予備タスキを各２本備える。 

              予備タスキ 女子はＣタスキ（赤地に白文字・白マーク) 
                          男子はＥタスキ（青地に赤文字・赤マーク） 
  （９）本大会では、シューズの検定は行わないものとする。 

  （10）新型コロナウィルス感染症対策に係る競技運営について 
  今大会は、令和３年度熊本県高等学校主催大会に係る新型コロナウイルス感染症拡大防 
止ガイドラインに沿って運営します。よって、提出書類等は県高校総体時と同様の措置と 
なります。また、感染拡大防止対策として、沿道での応援はできません。 


