
男子第７男子第７男子第７男子第７４４４４回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会要項要項要項要項    

 

１ 主  催  兵庫陸上競技協会 

２ 共  催  兵庫県東播磨県民局 

３ 後  援  神戸新聞社  加古川市  加古川市教育委員会 

４ 日  時  令和２年２月２日（日） １０時３０分 出発（雨天決行） 

５ 場  所  県立加古川河川敷マラソンコース「みなもロード」 

６ 距  離  ７区間 ４２．１９５㎞ （加古川市防災センター前発着） 

７ 区  間  第１区 １０㎞     （北へ５㎞折返し） 

        第２区  ６㎞     （北へ３㎞折返し） 

        第３区  ３㎞     （北へ１．５㎞折返し） 

        第４区  ８．１９５㎞ （北へ４．０９７５㎞折返し） 

        第５区  ６㎞     （北へ３㎞折返し） 

        第６区  ３㎞     （北へ１．５㎞折返し） 

        第７区  ６㎞     （北へ３㎞折返し） 

８ 参加資格  (1)選手・監督・マネージャーは、2019 年度兵庫陸上競技協会の登録者であること。 

          なお、「ふるさと選手」として出身郡市区（出身中学・高校所在地を含む）から県外 

登録者を２名までエントリーできる。ただし、出場は１名とする。 

(2)一般（社会人）について 

  (ｱ)所属郡市区から出場することを原則とする。なお、神戸市は区から出場すること 

とし、勤務先を優先する。 

(ｲ)所属郡市区から出場できない場合は、所属郡市区陸上競技協会の承認を得て 

勤務先・居住地・出身郡市区（出身中学・高校所在地を含む）のいずれかから 

出場できる。 

(3)大学生について 

  (ｱ)各地域学連から兵庫陸上競技協会に登録された者は、出身郡市区（出身中学・高 

校所在地を含む）から出場できる。 

  (ｲ)兵庫県内の大学登録者は大学所在地の郡市区からも出場できる。（兵庫陸上競技協 

   会登録者に限る） 

(4)高校生・中学生について 

  (ｱ)学校所在地の郡市区から出場することを原則とする。 

  (ｲ)学校所在地から出場できない場合は、所属郡市区陸上競技協会の承認を得て、居 

   住地から出場できる。 

(5)出場者はあらかじめ健康診断を受けていること。 

９ 競技規定  (1)競技は、2019 年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに駅伝競走規準および本大会規定に

より行なう。 

        (2)郡市区対抗とする。 

        (3)出場チームを下記の４部門に区分する。 

          (ｱ)第１部１０チームは、前年度 １位～１０位。 

          (ｲ)第２部１０チームは、前年度１１位～２０位。 

          (ｳ)第３部１０チームは、前年度２１位～３０位。 

          (ｴ)第４部は、前年度３１位以下および前大会不参加、今大会初参加の郡市区。 



        (4)チームは、監督１名、マネージャー１名、選手１５名とし、申し込み後の選手変更は 

認めない。なお、選手のうち必ず中学生を５名エントリーすること。 

        (5)第３区、第６区は中学生区間とし、それ以外の区間を走ることはできない。 

        (6)オーダーは、大会当日の８時００分～８時３０分に本部受付に提出すること。 

        (7)オーダー提出後の選手変更は認めない。 

        (8)競走には、一切の伴走を認めない。 

        (9)引き継ぎには、たすきを用いる。たすきは大会本部で準備し、スタート時に渡す。 

10 第７４回大会出場郡市区 部門別区分 

  ・第１部 北区・加古郡・姫路市・加古川市・西宮市・須磨区・宝塚市・伊丹市・垂水区・高砂市 

  ・第２部 三田市・三木市・東灘区・川西市・明石市・兵庫区・洲本市・神崎郡・西脇市・尼崎市 

  ・第３部 豊岡市・小野市・加西市・中央区・赤穂郡・西区・淡路市・揖保郡・丹波篠山市・丹波市 

  ・第４部 加東市・たつの市・相生市・赤穂市・長田区・芦屋市・宍粟市・養父市・美方郡・川辺郡 

灘区・南あわじ市・多可郡・佐用郡・朝来市 

11 表  彰  (1)各部総合優勝には、賞状、優勝旗（持ち回り）、２位、３位には、賞状を授与する。 

        (2)各区間１位には、賞状、区間賞を授与する。 

12 申込方法  (1)大会指定書類を兵庫陸上競技協会ホームページ[http://www.haaa.jp/index2.html]内 

          の郡市区対抗駅伝競走大会のページからダウンロードし、必要事項を入力のうえ、印 

          刷、押印し、期日までに下記に送付するとともに、入力したデータファイルを下記の 

          アドレスに電子メールで送信すること。 

        (2)申込先 〒651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町 4-14-5 

               兵庫陸上競技協会 情報委員会 藤田 和洋 宛 （携帯:090-4908-7110） 

          （様式１）第７４回郡市区対抗駅伝競走大会申込書 令和２年１月１５日（水）必着 

          送信先 メールアドレス taikai@haaa.jp 

              件名：郡市区駅伝**〇〇 とすること。（**は郡市区コード、〇〇は郡市区名） 

              本文：申込責任者氏名、メールアドレス、緊急連絡先携帯電話番号を記載。 

              令和２年１月１５日（水）１７：００必着 

          ＊プログラム編成会議を１月１８日（土）に開催します。確認、問い合わせ等の際 

申込責任者は必ず連絡が取れるようご協力をお願いします。 

13 申込経費  １チーム  合計 １７，０００円（大会当日受付にて納入） 

              （内訳）  申 込 料  １３，０００円 

                    ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ代   ３，０００円 

                    傷害保険料   １，０００円 

14 協力競技役員  男女出場チームで、１名の走路員を申込時に供出してください。 

15 そ の 他  (1)未登録者は、申込までに郡市陸上競技協会を通じて登録を完了しておくこと。 

(2)監督会議の必要が生じた場合は、大会当日開催する。 

        (3)オーダー用紙（様式２）は、兵庫陸上競技協会ホームページ内の郡市区対抗駅伝競走 

          大会のページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ大会当日、本部受付に提出 

すること。（受付時間 ８時００分から８時３０分） 

        (4)大会開催中の傷害、競技中の疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内および 

          現場での応急処置以外の責任は一切負わない。 

        (5)前年度の各部優勝チームは、優勝旗を持参し開会式で返還すること。 

        (6)選手待機場所の場所取りについて 

詳細は兵庫陸上競技協会ホームページに掲載し連絡する。 



女子第３女子第３女子第３女子第３５５５５回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会要項回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会要項回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会要項回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会要項    

 

１ 主  催  兵庫陸上競技協会 

２ 共  催  兵庫県東播磨県民局 

３ 後  援  神戸新聞社  加古川市  加古川市教育委員会 

４ 日  時  令和２年２月２日（日） １０時３５分 出発（雨天決行） 

５ 場  所  県立加古川河川敷マラソンコース「みなもロード」 

６ 距  離  ５区間 ２１．０９７５㎞ （加古川市防災センター前発着） 

７ 区  間  第１区  ６㎞      （北へ３㎞折返し） 

        第２区  ４．０９７５㎞ （北へ２．０４８７５㎞折返し） 

        第３区  ３㎞      （北へ１．５㎞折返し） 

        第４区  ３㎞      （北へ１．５㎞折返し） 

        第５区  ５㎞      （北へ２．５㎞折返し） 

８ 参加資格  (1)選手・監督・マネージャーは、2019 年度兵庫陸上競技協会の登録者であること。 

          なお、「ふるさと選手」として出身郡市区（出身中学・高校所在地を含む）から県外 

登録者を２名までエントリーできる。ただし、出場は１名とする。 

(2)一般（社会人）について 

  (ｱ)所属郡市区から出場することを原則とする。なお、神戸市は区から出場すること 

とし、勤務先を優先する。 

(ｲ)所属郡市区から出場できない場合は、所属郡市区陸上競技協会の承認を得て 

勤務先・居住地・出身郡市区（出身中学・高校所在地を含む）のいずれかから 

出場できる。 

(3)大学生について 

  (ｱ)各地域学連から兵庫陸上競技協会に登録された者は、出身郡市区（出身中学・高 

校所在地を含む）から出場できる。 

  (ｲ)兵庫県内の大学登録者は大学所在地の郡市区からも出場できる。（兵庫陸上競技協 

   会登録者に限る） 

(4)高校生・中学生について 

  (ｱ)学校所在地の郡市区から出場することを原則とする。 

  (ｲ)学校所在地から出場できない場合は、所属郡市区陸上競技協会の承認を得て、居 

   住地から出場できる。 

(5)出場者はあらかじめ健康診断を受けていること。 

９ 競技規定  (1)競技は、2019 年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに駅伝競走規準および本大会規定に

より行なう。 

        (2)郡市区対抗とする。 

        (3)出場チームを下記の４部門に区分する。 

          (ｱ)第１部１０チームは、前年度 １位～１０位。 

          (ｲ)第２部１０チームは、前年度１１位～２０位。 

          (ｳ)第３部１０チームは、前年度２１位～３０位。 

          (ｴ)第４部は、前年度３１位以下および前大会不参加、今大会初参加の郡市区。 

        (4)チームは、監督１名、マネージャー１名、選手１１名とし、申し込み後の選手変更は 

認めない。なお、選手のうち必ず中学生を５名エントリーすること。 



        (5)第３区、第４区は中学生区間とし、それ以外の区間を走ることはできない。 

        (6)オーダーは、大会当日の８時００分～８時３０分に本部受付に提出すること。 

        (7)オーダー提出後の選手変更は認めない。 

        (8)競走には、一切の伴走を認めない。 

        (9)引き継ぎには、たすきを用いる。たすきは大会本部で準備し、スタート時に渡す。 

10 第３５回大会出場郡市区 部門別区分 

  ・第１部 加古川市・加古郡・姫路市・須磨区・北区・小野市・西区・西宮市・三木市・西脇市 

  ・第２部 神崎郡・宝塚市・尼崎市・加西市・垂水区・明石市・たつの市・淡路市・川西市・赤穂市 

  ・第３部 高砂市・宍粟市・南あわじ市・東灘区・三田市・丹波篠山市・灘区・芦屋市・中央区・洲本市 

  ・第４部 揖保郡・兵庫区・加東市・相生市・丹波市・豊岡市・伊丹市・朝来市・長田区・養父市 

多可郡・川辺郡・美方郡・赤穂郡・佐用郡 

11 表  彰  (1)各部総合優勝には、賞状、優勝旗（持ち回り）、２位、３位には、賞状を授与する。 

        (2)各区間１位には、賞状、区間賞を授与する。 

12 申込方法  (1)大会指定書類を兵庫陸上競技協会ホームページ[http://www.haaa.jp/index2.html]内 

          の郡市区対抗駅伝競走大会のページからダウンロードし、必要事項を入力のうえ、印 

          刷、押印し、期日までに下記に送付するとともに、入力したデータファイルを下記の 

          アドレスに電子メールで送信すること。 

        (2)申込先 〒651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町 4-14-5 

               兵庫陸上競技協会 情報委員会 藤田 和洋 宛 （携帯:090-4908-7110） 

          （様式１）第３５回郡市区対抗駅伝競走大会申込書 令和２年１月１５日（水）必着 

          送信先 メールアドレス taikai@haaa.jp 

              件名：郡市区駅伝**〇〇 とすること。（**は郡市区コード、〇〇は郡市区名） 

              本文：申込責任者氏名、メールアドレス、緊急連絡先携帯電話番号を記載。 

              令和２年１月１５日（水）１７：００必着 

          ＊プログラム編成会議を１月１８日（土）に開催します。確認、問い合わせ等の際 

申込責任者は必ず連絡が取れるようご協力をお願いします。 

13 申込経費  １チーム  合計 １７，０００円（大会当日受付にて納入） 

              （内訳）  申 込 料  １３，０００円 

                    ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ代   ３，０００円 

                    傷害保険料   １，０００円 

14 協力競技役員  男女出場チームで、１名の走路員を申込時に供出してください。 

15 そ の 他  (1)未登録者は、申込までに郡市陸上競技協会を通じて登録を完了しておくこと。 

(2)監督会議の必要が生じた場合は、大会当日開催する。 

        (3)オーダー用紙（様式２）は、兵庫陸上競技協会ホームページ内の郡市区対抗駅伝競走 

          大会のページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ大会当日、本部受付に提出 

すること。（受付時間 ８時００分から８時３０分） 

        (4)大会開催中の傷害、競技中の疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内および 

          現場での応急処置以外の責任は一切負わない。 

        (5)前年度の各部優勝チームは、優勝旗を持参し開会式で返還すること。 

        (6)選手待機場所の場所取りについて 

詳細は兵庫陸上競技協会ホームページに掲載し連絡する。 


