
平成２４年度 全国中学校体育大会

第 ２ ０ 回 全 国 中 学 校 駅 伝 大 会 要 項

、 、１ 目 的 この大会は 中学校教育の一環としてわが国特有の駅伝文化を継承する機会を広く与え

心身ともに健康な中学校生徒を育成するとともに、中学校生徒の相互の親睦をはかるもの

である。

公益財団法人日本陸上競技連盟 (公財)日本中学校体育連盟 山口県教育委員会２ 主 催

山口市教育委員会

一般財団法人山口陸上競技協会 中国中学校体育連盟 山口県中学校体育連盟３ 主 管

文部科学省 全日本中学校長会 全国都道府県教育長協議会４ 後 援

全国市町村教育委員会連合会 (社)日本ＰＴＡ全国協議会

日本私立中学高等学校連合会 ＮＨＫ 全国新聞社事業協議会 朝日新聞社

毎日新聞社 山口県中学校長会 (公財)山口県体育協会 (公財)山口県ひとづくり財団

(財)地域活性化センター 山口朝日放送株式会社

平成２４年１２月１５日（土）～１６日（日）５ 会 期

(１) 開会式 平成２４年１２月１５日(土) １５時３０分

(２) 競 技 平成２４年１２月１６日(日)

女子の部スタート １１時００分

男子の部スタート １２時１５分

(３) 閉会式 平成２４年１２月１６日(日) １４時３０分

(１) 開会式 維新百年記念公園スポーツ文化センター・アリーナ６ 会 場

〒753-0815 山口市維新公園４丁目１番１号 TEL 083-922-3712

(２) 競 技 山口県セミナーパーク・クロスカントリーコース

(３) 閉会式 同上 ・体育館

〒754-0893 山口市秋穂二島１０６２ TEL 083-987-1410

(１) 単一校で編成されたチームで男子と女子の部とする。７ 種 目

(２) 男子の部 ６区間 １８km

第１区 ３km 第２区 ３km 第３区 ３km

第４区 ３km 第５区 ３km 第６区 ３km

(３) 女子の部 ５区間 １２km

第１区 ３km 第２区 ２km 第３区 ２km

第４区 ２km 第５区 ３km

(１) 選手は都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍する生徒で、校長および都道府８ 参加資格

県中学校体育連盟会長が参加を認めた者とする。

(２) 年齢は、平成９年（１９９７年）４月２日以降に生まれた者に限る。

(３) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、各都道府

県中学校体育連盟を通して(公財)日本中学校体育連盟に申し出ること。

(４) 各都道府県中学校体育連盟が主催する大会において選抜された男女別の中学校単一

チームとする。

(５) 参加資格の特例

① 学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、都道府県中学校体育連

盟の予選会に参加を認められた生徒であること。

② 参加を希望する各種学校は以下の各条件を具備すること。
ア 全国大会の参加を認める条件
(イ) (公財)日本中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを

尊重すること。
(ロ) 生徒の年令及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構

成されること。
(ハ) 参加を希望する学校にあっては、運動部活動が学校教育の一環として、日

常継続的に当該校顧問教員の指導のもとに、適切に行われていること。



イ 全国大会に参加した場合に守るべき条件
(イ) 全国大会開催基準を守り、大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の

円滑な運営に協力すること。
(ロ) 全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長又は教員が生徒を引率する

こと。また万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして万全の事
故対策を立てておくこと。

(ハ) 大会開催に要する経費については、必要に応じて応分の負担をすること。
(６) 個人情報の取り扱い（利用目的）

大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、(公財)日本中学校体育連
盟個人情報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。

又、取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラ
ム編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録集）等、その
他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加する各選手はこれに同
意する。

参加選手一人につき２，０００円とする。９ 参 加 料

（１） 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員とする。10 引率者
（２） 全国大会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は、（コーチ）

出場校の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校長承諾書 」および監督 ）
に必要事項を記入し、大会事務局に参加申し込み時に提出する。ただし、当該校以外の
中学校教職員は、外部指導者（コーチ）にはなれない。

(１) 競技は２０１２年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則及び駅伝競走規準、並11 競技規定
びに本大会規定による。

(２) 学校対抗とする。
(３) チームは監督１名、選手８名以内（女子 ・９名以内（男子）とし、申込後の選手変）

更は認めない。
(４) 第１区から第６区（女子は第５区）のオーダー（走順）は監督会議受付時に実行委

員会が用意した用紙に区間番号を記入し提出すること。
(５) オーダー（走順）提出後の走者変更は、補員をその区間の交代として補充し、必ず

医師の証明書を添えた走者変更届を大会当日９時３０分までに大会本部に提出するこ
と。なお、大会当日会場の医事席でオフィシャルドクターの診断を受けても良い。

（８時３０分～９時２０分）
(６) 引継には「たすき」を用いる 「たすき」は大会実行委員会で準備する。。
(７) 競走には、伴走・飲食物の補給・その他の助力は一切認めない。
(８) スタート時点におけるコース順は監督会議の受付時に抽選により決定する。
(９) スタート地点・中継点・走路・フィニッシュラインは別紙コース図による。
(10) スパイクの使用も許可する。
(11) その他については競技注意事項を厳守すること。

(１) 出場チーム数は、各都道府県と開催地の男女各１チームとする。12 参加制限
(２) チーム編成 男子の部 監督１名・選手９名以内（区間走者６名・補員３名）

女子の部 監督１名・選手８名以内（区間走者５名・補員３名）

(１) 選手及び監督に参加賞を授与する。13 表 彰
(２) 男女別優勝校には優勝旗・優勝杯・盾・トロフィー・賞状・メダルを、２位及び３

位校には盾・トロフィー・賞状・メダルを、４位から８位までに賞状を授与する。
(３) 区間最高記録者には区間賞のトロフィー及び賞状を授与する。
(４) 男女別最優秀選手には、トロフィーを授与する （選考委員会で決定する）。
(５) 通算１０回出場の学校には特別表彰として賞状を授与する （開会式において）。

(１) 申込締切日 平成２４年１１月２２日（木）正午必着14 参加申込
(２) 申 込 先 〒753-0070 山口県山口市白石２－７－１

山口市立白石中学校内 「全中駅伝事務局」
TEL 083-924-8997 FAX 083-902-7007
E-mail:ekiden@yamaguchi.email.ne.jp

(３) 申 込 方 法 申込に関する注意事項を熟読され、次頁の①～⑥を完備し期日
厳守で申し込むこと。①～③は、必ずパソコンで入力したもの
を使用すること。

① 大会参加申込書（様式１ ・・・・・・・・ （原本＋原本コピー５部）） ６部提出
※原本（プリントアウト）には出場校長および所属都道府県中学校体育連盟会長
の捺印を受けること。

② プログラム用プロフィール（様式２ ・・・ （原本＋原本コピー１部）） ２部提出



③ 申込データ・・・・・・必要事項を入力後、実行委員会宛にメールで申込ファイ
ルの送付をすること。

E-mail:ekiden@yamaguchi.email.ne.jp
１部提出④ 申込関係一覧表 ・・・・・・・・・・・・

⑤ 写真（監督・選手）１枚・・・・裏に都道府県、学校名を記入すること。

（ ）デジタルカメラのデータも送付すること
⑥ 写真（ユニフォーム）前後１枚ずつ・・・裏に都道府県、学校名を記入すること。

（デジタルカメラのデータも送付すること）

⑦ 参加料
※実行委員会指定の下記郵便口座に振り込むこと。

（口座番号） ０１３５０－１－９５９２１
（口座名称） 全国中学校駅伝大会山口県実行委員会

（手数料は自校負担となります）

日 時 平成２４年１２月１５日（土） 受付 １２時３０分～１３時１５分15 監督会議

開会 １３時３０分～

会 場 維新百年記念公園スポーツ文化センター・レクチャールーム

〒753-0815 山口市維新公園４丁目１番１号 TEL 083-922-3712

(１) 競技中に発生した傷害及び疾病については、大会本部において応急処置を行うが、16 注意事項

以後の責任は一切負わない。

(２) 補償措置については、校長の責任において独立行政法人日本スポーツ振興センター

法の定めを適用する。参加者は、健康保険証を持参すること。

(３) 会場内への旗・のぼり・テント設営については、参加注意事項を厳守すること。

宿泊については、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応（感染症・自然災害等）を17 宿泊弁当

確保するため、必ず、大会実行委員会指定の業者を通して申し込むこと（指定外の宿泊施

設の利用は、原則として認めません 。）

(１) 大会競技注意事項は別に定める。18 そ の 他

(２) 各都道府県委員長は都道府県予選成績表及び予選会プログラムを各都道府県予選会

終了後、直ちに大会事務局まで送付すること。

(３) 参加料一人2,000円は参加校がまとめて１１月２２日正午までに実行委員会指定の郵

便口座に振り込むこと（手数料は自校負担 。）

《大会開催前》19 連 絡 先

〒753-0070

山口県山口市白石２－７－１ 山口市立白石中学校内

平成２４年度 第２０回全国中学校駅伝大会山口県実行委員会事務局

TEL 083-924-8997 FAX 083-902-7007

E-mail:ekiden@yamaguchi.email.ne.jp

《大会期間中》

〒754-0893

山口県山口市秋穂二島１０６２ 山口県セミナーパーク内

平成２４年度 第２０回全国中学校駅伝大会山口県実行委員会大会本部

TEL 特設予定（実行委員会携帯）FAX 特設予定(15・16日:後日連絡)

《ホームページ》

http://www.mmjp.or.jp/yamaguchi-chutairen/ekiden/

《緊急連絡先》12月12日（水）～12月16日（日）

実行委員会事務局 TEL 083-924-8997

実行委員会携帯 TEL 090-7772-3286

TEL 090-4140-4539医事関係専用携帯

近畿日本ツーリスト TEL 090-4140-7792

TEL 090-4141-0551


