
 

第72回 奈良県高等学校駅伝競走大会 兼 第72回 全国高等学校駅伝競走大会 

     第72回 近畿高等学校駅伝競走大会 

第37回 奈良県高等学校女子駅伝競走大会 兼 第33回 全国高等学校女子駅伝競走大会 

   第37回 近畿高等学校女子駅伝競走大会 

大会要項 

 

１ 主  催   奈良県教育委員会   奈良県高等学校体育連盟   一般財団法人 奈良陸上競技協会 

 

２ 後  援   毎日新聞社 奈良支局 

 

３ 主  管   奈良県高等学校体育連盟 陸上競技専門部   一般財団法人 奈良陸上競技協会 

 

４ 支  援   奈良県警察 橿原警察署 

 

５ 期  日   令和３年10月31日(日)  12時00分 出発(予定)  雨天決行 

 

６ コ ー ス   奈良県立橿原公苑陸上競技場 外周コース 

           〒634-0065 橿原市畝傍町 52  ℡：0744-22-2475 

 

７ 区間と距離  【男子 42.195㎞ ７区間(21周)】 

          １区…10㎞   ２区…３km   ３区…8.1075㎞   ４区…8.0875㎞ 

          ５区…３km   ６区…５㎞   ７区…５㎞ 

         【女子 21.0975㎞ ５区間(10周)】 

          １区…６km   ２区…4.0975㎞   ３区…３km   ４区…３km 

          ５区…５㎞ 

 

８ 参加資格  (1) 出場者は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍し、奈良県高等学校体育連盟加盟校に在学する生

徒であって、日本陸上競技連盟に登録された競技者であること。 

        (2) 出場者は、平成14年４月２日以降に生まれた者。ただし、同一学年での出場は１回限りとする。 

        (3) 全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成チームは認めない。 

        (4) 転校後６ヶ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

事情がある場合は、奈良県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りではない。 

        (5) 出場者は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。 

 

９ 競技規定  (1) 学校対抗とし、男女各１校１チームとする。 

        (2) 男子チームは監督１名と選手10名、女子チームは監督１名と選手８名とする。ただし、選手のうち外国人

留学生のエントリーは２名以内とし、出場については１区を除く区間で１名とする。申込み後の選手変更は

認めない。 

        (3) オーダー用紙は、大会当日、午前10時00分 までに競技本部の大会総務まで提出すること。 

        (4) 引継ぎにはタスキを用いる。 

        (5) 競走には、一切伴走を認めない。 

        (6) 競走は、2021年 日本陸上競技連盟競技規則及び同駅伝競走規準、本大会規定による。 

 

10 表  彰  (1) 優勝校には、毎日新聞社から優勝旗、奈良県高体連会長杯を授与する。 

        (2) 総合成績６位までと区間成績３位までを表彰する。 

        (3) 男女の優勝校には全国高等学校駅伝競走大会、男女共６位までの入賞校には近畿高等学校駅伝競走大会の

出場権が与えられる。 

 

11 申込方法  申込みは、下記所定の様式によって申し込むこと。 

        (1) 奈良陸協のホームページ http://www.narariku.com/ を開く。 

         ① 奈良県高体連陸上競技専門部 → 大会情報 

                            → 奈良県高等学校駅伝競走大会 

         ② 申込データファイルの各「出場申込書シート」に、それぞれ必要事項を入力する。 

          ※ 入力方法を順守すること。不備(書式の変形や誤入力)がある場合は申込みを受付けない 

         ③ メールにて「申込データファイル」を申込先に送信する。 

           申込先でメール確認すると、「申込みを受領しました」の返信メールを送信するので、必ず確認するこ

と。 

          ※ 返信メールが届かない場合は、申込受付ができていないので申込先まで連絡すること 

         ④ 「出場申込書シート」をプリントアウトし、校長印等を押印のうえ、郵送の申込先まで送付する。 

         ⑤ 新型コロナウイルス感染拡大防止に関しての「競技会入場者名簿」を作成し、大会当日、受付にて提出

すること。 

http://www.narariku.com/


 

        (2) 申込期日 

         ① メール：令和３年10月18日(月) 17：00 必着 

         ② 持 参：令和３年10月21日(木) 13：00 監督会議受付時 

        (3) 申込先 

         ① メール：アドレスは narariku.mail@gmail.com → (高田高校 平田 淳一) 

         ② 持 参：県高校駅伝監督会議(県立 二階堂高校) 

 

12 参 加 料   男女各１チーム：3,000円 

 

13 合同チームについて 

        (1) 複数校による合同チームは、当該校の学校長の承認を必ず受けること。 

        (2) 合同チームの区間記録は認めるが、総合順位による全国大会及び近畿大会等への出場はできない。 

        (3) 合同チームの合同練習等における公務の取り扱い・責任等は、当該校の学校長及び顧問の間で話し合うこ

ととする。 

        (4) 参加申込みにおいては、当該校すべての学校長印等押印の上、作成すること 

        (5) 合同チームの監督については、当該校の顧問間で話し合い決定すること。 

        (6) 合同チームを編成する際の校数は制限しない。 

        (7) 男女別に、別の組み合わせで合同チームを編成することができる。 

        (8) その他、県高校駅伝に関する事項は、県高校駅伝 競技注意事項に準じる。 

 

14 個人情報の取り扱いについて 

        (1) 主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、個人情報を取り扱う。また、取得した

個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページその他競技運営及び

陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

        (2) 大会の映像・写真・記事・記録等は、主催者及び主催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、

大会プログラム、新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。 

 

15 そ の 他  (1) 競技の細則については、監督会議の席上で連絡する。出場校の監督(監督差支えのある場合は代理人)は、

必ず出席すること。欠席校は、不参加として処理をする。 

        (2) 主な日程は以下のとおり。 

         監督会議  令和３年10月21日(木)  13時00分  県立 二階堂高等学校 交友館 

         開会式   令和３年10月31日(日)  11時00分  県立 橿原公苑陸上競技場 

          ※ 参加は、男女各１チーム３名 

         閉会式   令和３年10月31日(日)  15時30分  県立 橿原公苑陸上競技場 

          ※ 参加は、６位までの入賞チーム、各区間３位までの選手 

        (3) 大会終了後、出場資格を得た学校の顧問によって、近畿大会の申込会議を行う。 

        (4) この競技会は、無観客での開催とする。(感染症予防対策の為) 

        (5) 競技会当日の朝に検温をし、体調不良の場合は参加を自粛すること。 

        (6) 参加者は、感染症・熱中症の予防対策を必ずすること。(マスク着用・水分補給等) 

 

 

  新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

 

         新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、奈良陸協の基本方針に準じて行う。追加・変更等がある

場合は、奈良陸協のホームページに掲載するので確認すること。 

         ※ この競技会は、無観客での開催とする(感染症予防対策の為) 

 

 

mailto:narariku.mail@gmail.com


  奈良県高等学校駅伝競走大会 

 

競技注意事項 

 

１ 競技規定 

 (1) 本大会は、2021年 日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準及び本大会申し合わせ事項により実施す

る。 

 (2) オーダー用紙は、大会当日の 朝10時00分 までに所定の用紙に記入の上、大会本部記録主任宛に提出す

ること。(変更のない場合も提出すること) 

 (3) 本大会では、シューズの検査は行わないものとする。 

 (4) 伴走は一切認めない。選手に触れることや伴走等に類する紛らわしい行為は失格の対象とする。 

 (5) タスキは、肩から斜め下にかけて走ることを基本とする。ただし、中継線の手前 約50ｍ から、向う 約

50ｍは手に持って走ってもよい。 

 (6) 中継所でのタスキの受け渡しは、中継線から進行方向 20ｍ の間に手渡しで行わなければならず、中継

線の手前から投げ渡したりしてはいけない。 

 (7) 走路はすべて左側走行とる。警察官及び競技役員の指示に従って必ず決められたコースを走ること。 

 (8) レース中に走者が途中で競技を続行できなくなったときは、当該チームはその区間を無効とし、オープ

ン参加として扱う。この場合、そのチームの総合成績は認められないが、他の区間の記録は認める。次走

者は、最後尾走者と同時に出発させる。 

 (9) 万が一、選手がアクシデント等で走行不能になった場合、本部の判断で競技の選手を止めることがある。 

 (10) 招集は、各中継地点で代理ではなく選手自身が点呼を受け、アスリートビブスの確認を受けること。 

 (11) 招集時間は、プログラム記載どおりとし、招集場所は、各区間のスタート地点あるいは中継地点で行う。 

 (12) 競技運営の都合により、審判長の判断で繰り上げ出発をすることがある。 

 (13) アスリートビブス(縦20㎝、横25㎝)は各校で作成すること。 

  ・各校チームは、白地に学校名・区間を男子は黒、女子は赤で明示すること。 

  ・混成チームは、黄色地に男子は黒、女子は赤で明示すること。 

 

学校名 
 

 

(１～７区間番号) 

 

２ その他の連絡 

 (1) 当日の日程 

  ・競技役員の受付及び学校受付は、９時00分 より陸上競技場にて行う。 

  ・競技役員の打合せは ９時30分、補助員の打合せは 10時00分 より陸上競技場にて行う。 

  ・開会式(男女各チーム３名ずつ)は、11時00分 より陸上競技場にて行う。 

  ・閉会式(男女各上位６チーム及び、各区間３位)及び表彰式(奈良県高校新記録樹立者)は、 15時30分 よ

り陸上競技場にて行う。 

 (2) 更衣は、陸上競技場更衣室を利用してもよいが、密にならないように注意すること。 

 (3) 各チーム待機場所の清掃については、各校で責任を持って行うこと。 

 (4) 当日は、周辺施設において様々な行事があるので共用できるよう十分注意すること。 

 (5) 橿原神宮内でのウォーミングアップは、絶対にしないこと。 

 (6) 今大会は、無観客での開催とするので、各校応援は自粛すること。 


