
開 催 実 施 要 項 
                                                                                                                        
１．大会名        令和元年度 福岡県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 
         兼 全国高等学校総合体育大会 男子第７０回全国高等学校駅伝競走大会福岡県予選会 
         兼 全九州高等学校体育大会 男子第７２回全九州高等学校駅伝競走大会福岡県予選会 
          
２．主 催    福岡県高等学校体育連盟   福岡県教育委員会   福岡陸上競技協会                                    
                                                                                                                        
３．後 援    西日本新聞社  嘉麻市  嘉麻市教育委員会  嘉麻市体育協会                                          
                                                                                                                        
４．主 管    福岡県高等学校体育連盟陸上専門部                                                                  
                                                                                                                        
５．期 日    令和元年１１月 ２日(土) １４時００分  開会式  (嘉穂総合体育館) 
                  令和元年１１月 ３日(日) １３時００分  スタート 
                                           １６時００分  閉会式  (嘉穂総合体育館) 
６．コース     嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コース出発点・決勝点 (嘉麻市嘉穂総合運動公園陸上競技場)                      

 
区間 

 
中 継 点 

 
距離 

 
所要時間 

 
通過予定時間 

 
 １区 

 
嘉麻市嘉穂陸上競技場→嘉穂中学校下 

 
  10km 

 
29分00秒 

 
13時00分00秒 

 
 ２区 

 
嘉穂中学校下→田中総業資材置場看板前 

 
  3km   

 
 8分30秒 

 
13時29分00秒 

 
 ３区 

 
田中総業資材置場看板前→芥田バス停150m前 

 
8.1075km 

 
24分30秒 

 
13時37分30秒 

 
 ４区 

 
芥田バス停150m前→貝島バス停400ｍ先 

 
8.0875km 

 
24分30秒 

 
14時02分00秒 

 
 ５区 

 
貝島バス停400ｍ先→国際ＣＣ入口400m先 

 
  3km   

 
 8分30秒 

 
14時26分30秒 

 
 ６区 

 
国際ＣＣ入口400m先→九郎原公民館50ｍ前 

 
  5km   

 
14分30秒 

 
14時35分00秒 

 
 ７区 

 
九郎原公民館50ｍ前→嘉麻市嘉穂陸上競技場       

 
  5km   

 
14分30秒 

 
14時49分30秒 

７．監督会議  （１）期日 令和元年１１月 ２日（土） １２時３０分 
        （２）場所 嘉穂総合体育館 会議室 ※監督が必ず出席すること。欠席の場合は棄権とみなします。 
                                                                                                                       
８．競技規則     ２０１９年度日本陸上競技連盟駅伝規準、高校駅伝大会要項に準拠する。  
                                                                                                                        
９．競技方法  （１）競技者は、道路の左側を走らなければならない。 

（２）引継はタスキを用いる。  
（３）一切の伴走を認めない。特にこの項については、各学校で責任を持って関係の車両がレースの中に入らないように連絡を 

徹底すること。 
（４）繰り上げスタートは、第４中継所(４区～５区)で先頭走者から２０分以上遅れたチーム、第６中継所(６区～７区) 

          で先頭走者から２５分以上遅れたチームを行う。              
                                                                                                                        
10．引率・監督について                                                                                                     
              （１）引率責任者は、団体の場合は学校長が認める当該校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、実習助手、常

勤講師、部活同指導員（学校教育法施行規則第 78条の 2に示されたもの）、又は校長とする。            
（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傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に必

ず加入することを条件とする。                                                             
 
11．参加資格  （１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒であること。 
               （２）選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加の資格を得たものであること。  

（３）福岡陸上協会に登録された者(チーム)であること。 
（４）年齢は２０００年（平成１２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。 
（５）チームの編成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成を認めない。 
（６）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。 
（７）転校後６ヶ月未満の者の参加は認めない。(外国人留学生もこれに準ずる) 但し、一家転住等のやむをえない事由による 

場合は、陸上競技専門委員会で調査し、高体連会長の承認があればこの限りではない。                      
         （８）出場する選手は、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。                
         （９）その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催規準要項の参加資格に準ずる。 

                (10) 参加資格の特例                                                                                       
                 ア）上記(1)、(2)に定める生徒以外(3)から(9)の大会参加資格を満たし、かつ本連盟が承認した生徒については別途に定める 

規定に従い、大会参加を認める。                                                       
                 イ）上記(4)の但し書きについては、学年の区分けを設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技３回限りとする。     
                 ウ）学年の区分を設けてある課程に在籍する生徒の出場は３学年までとする。 
                                                                                                                        
12．参加制限    チームは、監督１名、選手１０名とし、走順は大会前日の監督会議開始３０分前(１２：００まで)に本部に提出すること。尚、 

それ以降の選手変更は補欠との入れ替えのみとする。 
                                                                                                                        
13．申し込み   （１）高体連の参加申し込み書に記載されている個人情報について                                              
                    利用目的等  ・大会競技プログラムまたは福岡県高体連ホームページへの記載                            
                                   ・参加資格の確認（年齢・転校等）                                                      
                                   ・競技成績については学校名・氏名・学年・成績(記録)のみ公表することとする。            
                    参加申込書の提出により、申込記載の生徒の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の承諾を得たものとする。 
                                                                                                                        
        （２）各学校は参加申込書を高体連ホームページよりダウンロードし、２部作成し提出する。 
         

ア）申込期日 令和元年９月３０日(月)～１０月２２日(火) 必着とする 
                 イ）申込先  〒８２０－０００３ 飯塚市立岩１２２４ 飯塚高校内 佐藤幸之助 宛 
 
14．表 彰       上位３校並びに各区間１位を表彰する。 
 
15．取得資格     この大会の優勝校は全国大会（京都）の出場権を得る。また、上位３校は九州大会（大分県安心院）の出場権を得る。 
 
16．参加負担金  団体（１チーム） ５，０００円を参加負担金として徴収する。（後日、県高体連事務局が取りまとめて各学校へ徴収） 
 
17．その他     （１）ナンバーカード  主催者側で準備し監督会議後に配布する。ランニングシャツの胸背部につけること。 
              （２）招集について     出発予定時刻３０分前に各中継所に集合し、審判員の指示を受けること。最終点呼は１０分前。 

（３）選手の配置･収容 大会本部が準備するバスを利用すること。 
（４）問い合わせ先     嶋田学園飯塚高等学校  佐藤 幸之助  学校０９４８－２２－６５７１ 

携帯０９０－１４７９－２７０８ 



開 催 実 施 要 項 
 
 
１．大会名        令和元年度 福岡県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 
         兼 全国高等学校総合体育大会 女子第３１回全国高等学校駅伝競走大会福岡県予選会 
         兼 全九州高等学校体育大会 女子第３１回全九州高等学校駅伝競走大会福岡県予選会 
          
 
２．主 催    福岡県高等学校体育連盟   福岡県教育委員会   福岡陸上競技協会 
 
３．後 援    西日本新聞社  嘉麻市  嘉麻市教育委員会  嘉麻市体育協会 
 
４．主 管    福岡県高等学校体育連盟陸上専門部 
 
５．期 日    令和元年１１月 ２日 (土)  １４時００分   開会式  (嘉穂総合体育館) 
                  令和元年１１月 ３日 (日)  １０時３０分   スタート 

１６時００分   閉会式  (嘉穂総合体育館)  
 
６．コース     嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コース出発点・決勝点 (嘉麻市嘉穂総合運動公園陸上競技場) 

 
区間 

 
中 継 点 

 
距離 

 
所要時間 

 
通過予定時間 

 
 １区 

 
嘉麻市嘉穂陸上競技場→尾谷川橋 

 
  6km 

 
19分00秒 

 
10時30分00秒 

 
 ２区 

 
尾谷川橋→嘉穂中学校下100ｍ先 

 
4.0975km 

 
13分30秒 

 
10時49分00秒 

 
 ３区 

 
嘉穂中学校下100ｍ先→田中総業資材置場看板前100ｍ先 

 
  3km 

 
 9分30秒 

 
11時02分30秒 

 
 ４区 

 
田中総業資材置場看板前100ｍ先→九郎原公民館50ｍ前 

 
  3km 

 
 9分30秒 

 
11時12分00秒 

 
 ５区 

 
九郎原公民館50ｍ前→嘉麻市嘉穂陸上競技場 

 
  5km 

 
16分30秒 

 
11時21分30秒 

 
７．監督会議 （１）期日  令和元年１１月 ２日（土）１２時３０分  
             （２）場所  嘉穂総合体育館 会議室  ※監督が必ず出席すること。欠席の場合は棄権とみなします。 
 
８．競技規則    ２０１９年度日本陸上競技連盟駅伝規準、高校駅伝大会要項に準拠する。 
 
９．競技方法  （１）競技者は、道路の左側を走らなければならない。 
             （２）引継はタスキを用いる。 
              （３） 一切の伴走を認めない。特にこの項については、各学校で責任を持って関係の車両がレースの中に入らないように連絡を 

徹底すること。 
              （４）繰り上げスタートは、第４中継所(４区～５区)で先頭走者から２０分以上遅れたチームを行う。 
 
10．引率・監督について                                                                                                     
              （１）引率責任者は、団体の場合は学校長が認める当該校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、実習助手、常

勤講師、部活動指導員（学校教育法施行規則第 78条の 2に示されたもの）、又は校長とする。 
              （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傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に必

ず加入することを条件とする。 
                                                                                                                           
11．参加資格 （１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒であること。  
           （２）選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加の資格を得たものであること。                      
       （３）福岡陸上競技協会に登録された者(チーム)であること。                                      
       （４）年齢は２０００年（平成１２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。 

（５）チームの編成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成を認めない。  
       （６）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。                    
       （７）転校後６ヶ月未満の者の参加は認めない。(外国人留学生もこれに準ずる) 但し、一家転住等のやむをえない      
             事由による場合は、陸上競技専門委員会で調査し、高体連会長の承認があればこの限りではない。            
       （８）出場する選手は、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。 
       （９）その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催規準要項の参加資格に準ずる。        
              （10）参加資格の特例                                                                                       
                  ア）上記(1)、(2)に定める生徒以外(3)から(9)の大会参加資格を満たし、かつ本連盟が承認した生徒については     
               別途に定める規定に従い、大会参加を認める。 
                  イ）上記(4)の但し書きについては、学年の区分けを設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技３回限りとする。 
            ウ）学年の区分を設けてある課程に在籍する生徒の出場は３学年までとする。 
 
12．参加制限    チームは、監督 1 名、選手 8名とし、走順は大会前日の監督会議開始３０分前(１２：００まで)に本部に提出すること。尚、 

それ以降の選手変更は補欠との入れ替えのみとする。 
 
13．申し込み  （１）高体連の参加申し込み書に記載されている個人情報について                                               
                   利用目的等  ・大会競技プログラムまたは福岡県高体連ホームページへの記載                           
                                  ・参加資格の確認（年齢・転校等）                                                     
                                  ・競技成績については学校名・氏名・学年・成績(記録)のみ公表することとする。           
                    参加申込書の提出により、申込記載の生徒の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の承諾を得たものとする。 
 
       （２）各学校は参加申込書を高体連ホームページよりダウンロードし、２部作成し提出する。 
           

ア）申込期日 令和元年９月３０日(月)～１０月２２日(火) 必着とする 
                 イ）申込先  〒８２０－０００３ 飯塚市立岩１２２４ 飯塚高校内 佐藤幸之助 宛 
 
 
14．表 彰       上位３校並びに各区間１位を表彰する。 
 
15．取得資格     この大会の優勝校は全国大会（京都）の出場権を得る。また、上位３校は九州大会（大分県安心院）の出場権を得る。 
 
16．参加負担金  団体（１チーム）５，０００円を参加負担金として徴収する。（後日、県高体連事務局が取りまとめて各学校へ徴収）    
 
17．その他    （１）ナンバーカード  主催者側で準備し監督会議後に配布する。ランニングシャツの胸背部につけること。 
             （２）招集について     出発予定時刻３０分前に各中継所に集合し、審判員の指示を受けること。最終点呼は１０分前。 
               （３）選手の配置･収容  大会本部が準備するバスを利用すること。 
               （４）問い合わせ先     嶋田学園飯塚高等学校  佐藤 幸之助  学校０９４８－２２－６５７１ 

携帯０９０－１４７９－２７０８  


