
 
           第８３回 石川県男子駅伝競走選手権大会        
       兼第７０回全国高等学校男子駅伝競走選手権大会石川県予選会   
 
１．主  催  一般財団法人石川陸上競技協会・石川県・石川県高等学校体育連盟 
 
２．後  援  小松市・小松市陸上競技協会・北國新聞社・北陸放送・毎日新聞社（高等学校のみ） 
 
３．期  日    令和元年１１月４日（月・祝）  ９時００分 開会式    （こまつドームアリーナ内） 
                                           １１時２０分 スタート （一般・高等学校同時） 
                       １４時４０分 閉会式予定（こまつドームアリーナ内） 
 
４．会  場    こまつドームマラソンコース  ４２．１９５ ｋｍ（７区間） 
                 ＜ こまつドーム前スタート・中継・フｲニッシュ～那谷町５.０Ｋｍ往復コース＞ 
                        （住所 小松市林町ほ５ TEL 0761-43-1677） 
 
５．区  間   第１区 １０．０ｋｍ     （こまつドーム～那谷町県道Ｔ字交差点付近折り返し～こまつドーム） 
             第２区    ３．０ｋｍ        （こまつドーム～二ツ梨町ぶどう園付近折り返し～こまつドーム） 
                第３区    ８．１０７５ｋｍ   （こまつドーム～那谷町信号交差点付近折り返し～こまつドーム） 
                第４区    ８．０８７５ｋｍ   （こまつドーム～那谷町信号交差点付近折り返し～こまつドーム） 
                第５区    ３．０ｋｍ        （こまつドーム～二ツ梨町ぶどう園付近折り返し～こまつドーム） 
                第６区    ５．０ｋｍ        （こまつドーム～ゆのくにの森交差点折り返し～こまつドーム） 
                第７区    ５．０ｋｍ        （こまつドーム～ゆのくにの森交差点折り返し～こまつドーム） 
 
６．参加資格    平成３１（令和元年度）年度石川陸上競技協会登録者で高校生以上であること。 
                Ａ・選手権の部 

【石川陸協登録者＝一般・高等学校】  
なお、留学生の参加区間は、１区以外とし、１名までとする。 
 

                Ｂ・オープンの部 
①石川陸協登録者で複数団体編成（高校生を除く）（中学生は不可） 
②石川県内に所在する大学等に在籍する他都道府県登録者を含んだチーム 
③石川陸協登録者で複数の高等学校で編成するチーム 
④同一団体から２チーム以上申し込んだ場合、１チームが「Ａ・選手権の部」にエントリー 

し、それ以外は「Ｂ・オープンの部」とする。（申込書に必ずその旨を明記すること） 
            
７．競技規定    １）２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準および大会申し合わせ事項により 

実施する。 
                ２）チームは監督１名、選手・補欠含めて７名～１０名とする。 
                ３）オーダーは予め申し込まれたメンバーから７名を記入し、大会当日の７時４０分～８時１０分

までに提出すること。 
正式オーダー提出後の選手変更（ケガ、病気等）は、補欠をその区間の交替として補充する。 

                ４）引継はたすきの受け渡しをもって行う。たすきは参加者において準備し、受付時（８時１０分 
まで）に提出し検印を受けること。（開会式後、返却する） 

                ５）ナンバーカードの色は以下のとおりとする。【主催者で準備し、受付時に受け取ること】 
        ナンバーカードには、「ナンバー」・「区間番号」・「チーム名」が明記される。 

          オープンチームの「チーム名」は例「オープン○○」と明記する 
 
 
               
 
 
 

６）審判長の判断により、繰り上げスタートを行う。第４区で先頭より１５分・第７区で先頭より 
２０分を目処に実施する。（主催者が準備した「赤たすき」を使用する。） 

        ７）途中棄権が発生した場合は、次の区間の走者は、最終チームと同時にスタートとする。チーム
成績は失うが、各区間記録は認められる。 
 

８．表  彰    １）一般高校併せての優勝チームには選手権章を授与し、また一般は６位まで・高校は８位までの
チームを表彰する（Ａ・選手権の部のみ） 

                ２）区間賞は一般、高校別に１位のみを表彰する（Ａ・選手権の部のみ） 
 
９．参 加 料    一般：１チーム １０，０００円                高校：１チーム ５，０００円 
                ★参加料は下記郵便振替口座に郵便局で振込用紙にチーム名を記入の上、１０月１７日（水）まで 

に振込みまたは石川陸協事務局に持参すること。支払いの無いチームは参加認めない。 
 

 郵便振替口座番号：００７５０－３－４６４０４ 
 郵便振替口座名称：（一般財団法人）石川陸上競技協会 

 
10．申込方法    締切日  令和元年１０月１６日（水）必着 期限厳守 
 
                様 式   申込書に（石川陸協ＨＰよりダウンロード）必要事項を記入の上、下記の申込先に 

郵送すること。（ 高校生は必ず校長名をもって申し込むこと） 
 
申込先   〒921-8044 金沢市米泉町5-85 TEL 076-242-6175 

金沢伏見高等学校内 中 秀司 宛 

区間 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 ７区 

色 白 ピンク オレンジ 緑 黄 赤 青 



11．チーム受付  １１月４日（月） ７時４０分 ～８時１０分    こまつドーム正面ロビー たすきの検印・ 
オーダーの提出・ナンバーカード受取る 

 
12．監督会議    １１月４日（月） ８時１５分（８時００分集合） こまつドームアリーナ内 
   （審判打合せ）                     （監督または代表者は必ず出席すること） 
 
13. 保険   普通傷害保険（1人あたり）について、以下の内容で主催者が加入する。 
        ・死亡、後遺症 １００万円 ・入院１５００円／日 ・通院１０００円／日 
 
14．そ の 他  １）開会式には各チーム１名以上出席のこと。 その際検印済みのタスキを返却する。 
          ＜オーダー発表は開会式後 こまつドーム正面ロビー受付にて各チーム１部配布する＞ 
              ２）閉会式には入賞チーム、区間賞受賞者は必ず出席すること。 
       ３）参加チームへの競技注意事項、連絡事項等は石川陸協ＨＰに掲載する。 
 
15．注意事項  １）次の事項に該当する者は、出場を控えてください。 
                  【持病をもっている者、過去に心臓病等の治療を受けたことのある者、現在通院している者】 
              ２）出場者は自己の健康状態に留意し、自分の体調にあった走り方をしてください。 
       ３）チーム・応援の方等の駐車場は、こまつドーム前第２・第３駐車場を利用すること。 

４）スタート・中継点付近やコース上での横断幕やのぼり旗は大会主催者の許可を得て、指示された 
場所で設置すること。また、近隣住民の迷惑とならないように設置すること。また、無断設置の
場合は撤去して頂く。 

５）応援等による伴走行為（車両含む）は一切認めない。伴走行為（保護者等も同様）が発覚した 
場合は失格とする。 

６）コース上の道路へは車両の進入と駐停車を禁止する。 
（スタート地点・中継点～２．５ｋｍ折り返しまでは道路進入規制されます） 

       ７）各チーム・応援の方々の待機場所はこまつドーム内スタンドを利用すること。 
       ８）ウオーミングアップは、こまつドーム内で実施すること。ランニングロード使用の場合は有料と

なるので、各チームは受付で使用料を支払って下さい。道路での練習は禁止する。 
 

【個人情報取り扱いについて】 
・申し込み等で得た参加者の個人情報は主催者が共同で管理し、本大会の運営のほか、案内送付などに使用します。 
・氏名・所属団体・学年については、大会プログラム及びホームページに掲載します。 
・大会中の写真を石川陸協 HP に掲載することがありますが、拒否されるチーム・選手はチーム受付時に申し出てく

ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第３３回 石川県女子駅伝競走選手権大会 

        兼第３１回全国高等学校女子駅伝競走選手権石川県予選会 
 
 
１．主  催  一般財団法人石川陸上競技協会・石川県教育委員会・石川県高等学校体育連盟 
 
２．後  援  小松市・小松市陸上競技協会・北國新聞社・北陸放送・毎日新聞社（高等学校のみ） 
 
３．期  日    令和元年１１月４日（月・祝）   ９時００分 開会式  （こまつドームアリーナ内） 
                                  １０時００分 スタート （一般・高等学校同時） 
                        １４時４０分 閉会式予定（こまつドームアリーナ内） 
 
４．会  場    こまつドームマラソンコース  ２１．０９７５ ｋｍ（５区間） 
                 ＜ こまつドーム前スタート・中継・ゴール～那谷町５.０Ｋｍ往復コース＞ 

（住所 小松市林町ほ５ TEL 0761-43-1677） 
 

５．区  間   第１区 ６．０ｋｍ      （こまつドーム～上荒屋町小松石材センター付近折り返し～こまつドーム） 
             第２区  ４．０９７５ｋｍ（こまつドーム～特養老人ホーム自生園下折り返し～こまつドーム） 
                第３区  ３．０ｋｍ      （こまつドーム～二ツ梨町ぶどう園付近折り返し～こまつドーム） 
                第４区  ３．０ｋｍ      （こまつドーム～二ツ梨町ぶどう園付近折り返し～こまつドーム） 
                第５区  ５．０ｋｍ      （こまつドーム～ゆのくにの森交差点折り返し～こまつドーム） 
 
６．参加資格    平成３１年度（令和元年度）石川陸上競技協会登録者で高校生以上であること。 
                Ａ・選手権の部 

（石川陸協登録＝一般、高等学校） 
なお、留学生の参加区間は、１区以外とし、１名までとする。  
 

                Ｂ・オープンの部 
①石川陸協登録者で複数団体編成（高校生を除く）（中学生は不可） 

②石川県内に所在する大学等に在籍する他都道府県登録者を含んだチーム 

③石川陸協登録者で複数の高等学校で編成するチーム 
④同一団体から２チーム以上申し込んだ場合、１チームが「Ａ・選手権の部」にエントリー 
し、それ以外は「Ｂ・オープンの部」とする。（申込書に必ずその旨を明記すること） 

 
 
７．競技規定    １）２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準および大会申し合わせ事項により 

実施する。 
                ２）チームは監督１名、選手・補欠含めて５名～８名とする。 
                ３）オーダーは予め申し込まれたメンバーから５名を記入し、大会当日の７時４０分～８時１０分

までに提出すること。 
正式オーダー提出後の選手変更（ケガ、病気等）は補欠をその区間の交替として補充すること。 

                ４）引継はたすきの受け渡しをもって行う。たすきは参加者において準備し、受付時（８時１０分 
まで）に提出し検印を受けること。（開会式後、返却する） 

                ５）ナンバーカードの色は以下のとおりとする。【主催者で準備し、受付時に受け取ること】 
        ナンバーカードには、「ナンバー」・「区間番号」・「チーム名」が明記される。） 

          オープンチームの「チーム名」は例「オープン○○」と明記する 
 
 

 

６）審判長の判断により、繰り上げスタートを行う。第５区で先頭より１５分を目処に実施する。
（主催者が準備した「たすき」を使用する。） 

        ７）途中棄権が発生した場合は、次の区間の走者は、最終チームと同時にスタートとし、チーム 
成績は失うが、各区間記録は認められる。 

 
８．表  彰    １）一般高校併せての優勝チームには選手権章を授与し、また一般は６位まで、高校は８位までの

チームを表彰する（Ａ・選手権の部のみ） 
                ２）区間賞は一般、高校別に１位のみを表彰する（Ａ・選手権の部のみ） 
 
９．参 加 料    一般：１チーム １０，０００円                高校：１チーム ５，０００円 
                ★参加料は下記郵便振替口座に郵便局で振込用紙にチーム名を記入の上、１０月１７日（水）まで 

に振り込みまたは石川陸協事務局に持参すること。支払いの無いチームは参加認めない。 
 

 郵便振替口座番号：００７５０－３－４６４０４ 
 郵便振替口座名称：（一般財団法人）石川陸上競技協会 

 
10．申込方法    締切日  令和元年１０月１６日（水）必着 期限厳守 
 
                様 式   申込書に（石川陸協ＨＰよりダウンロード）必要事項を記入の上、下記の申込先に 

郵送すること。（ 高校生は必ず校長名をもって申し込むこと） 
申込先   〒921-8044 金沢市米泉町5-85TEL 076-242-6175 

金沢伏見高等学校内 中 秀司 宛 
 

区間 １区 ２区 ３区 ４区 ５区  

色 白 ピンク オレンジ 緑 黄 



11．受  付    １１月４日（月） ７時４０分 ～８時１０分    こまつドーム正面ロビー たすきの検印・ 
オーダーの提出・ナンバーカード受取る 

 
12．監督会議    １１月４日（月）  ８時１５分（８時００分集合） こまつドームアリーナ内 
   （審判打合わせ）                       （監督または代表者は必ず出席すること） 
  
 
13. 保険   普通傷害保険（1人あたり）について、以下の内容で主催者が加入する。 
        ・死亡、後遺症 １００万円 ・入院１５００円／日 ・通院１０００円／日 
 
14．そ の 他  １）開会式には各チーム１名以上出席のこと。 その際にタスキを返却する。 
          ＜オーダー発表は開会式後 こまつドーム正面ロビー受付にて各チーム１部配布する＞ 
              ２）閉会式には入賞チーム、区間賞受賞者は必ず出席すること。 
       ３）参加チームへの競技注意事項、連絡事項等は石川陸協ＨＰに掲載する。 
 
15．注意事項  １）次の事項に該当する者は、出場を控えてください。 
                  【持病をもっている者、過去に心臓病等の治療を受けたことのある者、現在通院している者】 
              ２）出場者は自己の健康状態に留意し、自分の体調にあった走り方をしてください。 
       ３）チーム・応援の方等の駐車場は、こまつドーム前第２・第３駐車場を利用すること。 
       ４）スタート・中継点付近やコース上での横断幕やのぼり旗は大会主催者の許可を得て、指示された 

場所で設置すること。また、住民の方に迷惑となることがあってはいけない。無断設置および本
部の指示に従わない場合は撤去して頂く。 

５）応援等による伴走行為（車両含む）は一切認めない。伴走行為（保護者等も同様）が発覚した 
場合は失格とする。 

６）コース上の道路へは車両の進入と駐停車を禁止する。 
（スタート地点・中継点～２．５ｋｍ折り返しまでは道路進入規制されます） 

       ７）各チーム・応援の方々の待機場所はこまつドーム内スタンドを利用すること。 
       ８）ウオーミングアップは、こまつドーム内で実施すること。ランニングロード使用の場合は有料と

なるので、各チームは受付で使用料を支払って下さい。道路での練習は禁止する。 
 

 
 
【個人情報取り扱いについて】 

 ・申し込み等で得た参加者の個人情報は主催者が共同で管理し、本大会の運営のほか、案内送付などに使用します。 
・氏名・所属団体・学年については、大会プログラム及びホームページに掲載します。 
・大会中の写真を石川陸協 HP に掲載することがありますが、拒否されるチーム・選手はチーム受付時に申し出てく

ださい。 
 


