
令和３年度 第30回関東中学校駅伝競走大会要項

１ 目 的 関東中学校駅伝競走大会は，中学校教育の一環として生徒に広くスポーツ実践の機会を与え，体
力・技能の向上と，スポーツ精神の高揚を図り，心身共に健康な生徒を育成する。また，スポ
ーツの交流を通じて各都県間の親睦を図り，生涯スポーツの基礎づくりに寄与する。

２ 主 催 関東中学校体育連盟 栃木県教育委員会 那須塩原市教育委員会
関東陸上競技協会 （公財）東京陸上競技協会 （一財）栃木陸上競技協会

３ 主 管 栃木県中学校体育連盟 那須陸上競技協会

４ 後 援 栃木県中学校長会 （公財）栃木県スポーツ協会 那須塩原市 那須塩原市スポーツ協会
下野新聞社 毎日新聞社宇都宮支局

５ 期 日 （１） 開 始 式 令和 ３年１２月 ４日（土） １５時００分～

（２） 監督会議 令和 ３年１２月 ４日（土） １５時１５分～

（３） 競 技 令和 ３年１２月 ５日（日） 雨天決行
女子の部１１時００分スタート
男子の部１３時３０分スタート

（４） 閉 会 式 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施しない。

６ 会 場 （１） 開 始 式 那須塩原市黒磯文化会館 大ホール
那須塩原市上厚崎４９０
TEL０２８７－６３－３２１９

（２） 監督会議 那須塩原市黒磯文化会館 大ホール

（３） 競 技 那須野が原公園特設周回コース
那須塩原市千本松８０１－３
TEL０２８７－３６－１２２０

（４） 閉 会 式 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施しない。

７ 参加資格 （１） 都県中学校体育連盟の学校に在学し，当該競技要項により，関東中学校体育大会の参加資
格を得た者とする。参加をする生徒は，年齢・修業年限が一致していること。
ただし，令和３年６月３０日までに，都県中学校体育連盟を通じて（公財）日本中学校体
育連盟に申し出，承認を得た生徒についてはこの限りではない。

（２） 関東各都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。

（３） 参加資格の特例
①学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，各都県中学校体育連盟の予選
会に参加し，関東中学校体育大会への参加資格を得た者。

②参加を希望する学校は，以下の条件を具備すること。
ア）関東大会の参加を認める条件
a 関東中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し，それを尊重すること。
b 参加を希望する学校にあたっては，学齢・修業年限が中学校と一致していること。また，
連携校との生徒による混成は認めない。

c 各学校にあっては，部活動が教育活動の一環として，日常継続的に責任ある教員・部活
動指導員のもと適切に行われており，運営が適切であること。

イ）関東大会に参加した場合に守るべき条件
a 関東中学校体育連盟大会要項及び規則を厳守するとともに，大会の円滑な運営に協力す
ること。

b 大会参加にあっては，校長・教員・部活動指導員が引率するとともに，万一の事故の発
生に備え，傷害保険等に加入するなど万全の事故対策を立てておくこと。

c 大会に参加する経費は当該校が負担すること。

８ 大会参加料 （１）参加選手一人につき２，０００円（申込人数分）とする。また，アスリートビブス代とし
て，男子３，０００円（５００円×６名），女子２，５００円（５００円×５名）を別途
徴収する。

（２）参加申込締切以降，参加料等の返金は行わない。



９ 監督・引率 （１） 参加選手の監督・引率は，出場校の校長・教員・部活動指導員とする。部活動指導員が監
督・引率を務める場合は，所定の「部活動指導員確認書（校長承認書）」様式６Ａに必要
事項を記入し，大会事務局に参加申込みとともに提出する。なお，部活動指導員は，他校
の引率者及び依頼監督にはなれない。
※「部活動指導員」とは，学校教育法施行規則第78条の2に示されている者をいう。

（２） 関東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，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）」様式６
Ｂ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。

（３） 関東中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者，監督，部活動指
導員，外部指導者（コーチ），トレーナー等は，部活動の指導中における暴力・体罰・セ
クハラ等により，任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとし
ている。校長はこの点を確認して，大会申込書を作成する。なお，外部の指導者は校長か
ら暴力等に関する指導処置を受けていないこととする。

１０ 参加制限 （１） 関東各都県から推薦された男子４チーム・女子４チーム。
開催地の栃木県からは，男子・女子ともに更に１チームが出場できる。

（２） チーム編成 【男子】 選手６名・補欠３名・監督１名 合計１０名
【女子】 選手５名・補欠３名・監督１名 合計９名

１１ 競技方法 （１） 男子 ６区間 全長１８.０１ｋｍ
第１区 ３.６６５ｋｍ 第２～６区 ２.８６９ｋｍ

（２） 女子 ５区間 全長１３.１０１ｋｍ
第１区 ３.１５５ｋｍ 第２～４区 ２.３５９ｋｍ 第５区 ２.８６９ｋｍ

１２ 競技規則 （１） 本大会の競技は，２０２１年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則，同「駅伝競走規準」
及び本大会規定によるものとする。

（２） 学校対抗とする。

（３） コース・スタート地点・中継地点・フィニッシュ地点などは，別紙で示す。

（４） 各校のユニフォームは，同一のユニフォームを着用する。

（５） 「たすき」については，大会本部で準備したものを使用する。「たすき」は前日の監督会
議の際に大会本部より各学校に配付する。

（６） アスリートビブスは，本大会本部から支給されたものを，そのままの大きさで確実にユニ
フォームの胸背部につけること。また，腰ナンバー標識は，１区は両腰，２区以降は右腰
につけること。

（７） 第１区の招集は，スタート時刻２０分前にスタート地点で行い，第２区以降の招集は，全
区間先頭走者の到着予想時刻１５分前に中継地点付近で行う。招集完了後はそのままスタ
ート地点及び中継点で待機すること。

（８） 申し込み後の選手変更は認めない。正式オーダーは，あらかじめエントリーされた競技者
の中から決定し，監督会議の受付時に提出すること。なお，オーダー提出後，急病発生等
の場合には，大会当日の，女子は午前８時００分から９時００分まで，男子は午前１０時
３０分から１１時３０分までに変更届を大会本部に提出して，補欠選手をその区間の交代
として補充することができる。

（９） 大会運営をスムーズにするために，スタート地点・中継地点・フィニッシュ地点付近は，
選手及び競技役員以外は立ち入り禁止とする。

（10） 第１区走者のスタート位置は，各都県通過順位によって決定し，抽選は行わない。

（11） その他については，競技注意事項を遵守すること。

１３ 表 彰 （１） 男女優勝校には，それぞれ優勝旗・優勝杯を授与する。

（２） 第３位までの入賞校には，メダルを授与する。

（３） 第８位までの入賞校には，賞状及びトロフィーを授与する。

（４） 各区間において最高記録を樹立した選手には，区間賞として賞状及び楯を授与する。



１４ 申込方法 （１） 指定の申し込みファイルに必要事項を正確に記入し，データを下記アドレスに１１月１７

日（水）１７時までに送信する。プリントアウトし校長職印を捺印した申込一覧表は，１

１月１９日（金）までに大会事務局（下野市立石橋中学校）に郵送する。

※参加料１人につき２，０００円（申込人数分）及びアスリートビブス代（男子５００円

×６名で３，０００円，女子５００円×５名で２，５００円）は，１１月１９日（金）

までに下記の口座に振り込むこと。（手数料は参加校負担）

振込先 足利銀行小山北出張所 普通５５０５４７１

第３０回関東中学校駅伝競走大会 代表 市場順一 宛

※申込一覧表には，以下の文言を入れる。なお保護者・学校等から記載の同意が得られな

い場合は，その旨を明らかにし，大会事務局に速やかに報告する。

『本大会のプログラム及び報道発表並びにホームページ，記録速報，記録集等における

氏名・学校名・学年・写真等の掲載については，本人並びに保護者の同意を得ていま

す。』

（２） 申込先

①入力したデータ（送信先）

様式１・２，写真などすべて：fukuzakiyuhei@hotmail.com
②参加申込書（郵送先）

申込様式１（原本１部･コピー４部），申込様式２（１部）

〒３２９－０５１１ 栃木県下野市石橋１１３０

下野市立石橋中学校内

関東中学校駅伝競走大会事務局 鯨 昭 文 宛

TEL０２８５－５２－１１３０ FAX０２８５－５２－１１６３

携帯０９０－２４６５－７０７６

（３） 申込期限 《データ》令和 ３年１１月１７日（水）１７時必着

《一覧表》令和 ３年１１月１９日（金）１７時必着

※都県予選が申込期限以降の学校は，大会終了後，速やかに申込みを行うこと。

１５ 監督会議 （１） 日 時 令和 ３年１２月 ４日（土） １５：１５～

（２） 場 所 那須塩原市黒磯文化会館 大ホール

那須塩原市上厚崎４９０

TEL０２８７－６３－３２１９

※本会議は，競技規則，大会運営，その他細部について最終確認をするので，参加校監督

（顧問・担当教諭）が出席すること。欠席は認めない。無断欠席等の場合はチームの出

場を取り消す場合がある。

１６ 注意事項 （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。

（２） 会場内への旗・応援横幕の持ち込みや，テント設営等については，会場使用上の注意事項

を遵守すること。

１７ 宿 泊 宿泊については，別紙宿泊要項を参照すること。

１８ そ の 他 （１） 大会期間中における参加者の傷害等については，教育活動内の大会であるので「独立行政

法人日本スポーツ振興センター法」の適用になる。

（２） すべての参加者は，健康保険証を持参することが望ましい。（健康保険証がない場合は保

険医療が受けられない場合がある。）

（３） 大会公式ＨＰ https://2021kantoekiden.wixsite.com/index

１９ 連 絡 先 ［開催前］ 下野市立石橋中学校 鯨 昭 文

TEL０２８５－５２－１１３０ FAX０２８５－５２－１１６３

携帯０９０－２４６５－７０７６

［開催中］ 関東中学校駅伝競走大会事務局

鯨携帯０９０－２４６５－７０７６ または 菊地携帯０９０－２２２４－４９８１


