
新人男子第６９回    西播高等学校駅伝競走大会要項 

１ 主   催    兵庫県高等学校体育連盟西播支部 
２  主  管    兵庫県高等学校体育連盟西播支部陸上競技部 
３  後  援    神戸新聞社 姫路市教育委員会 
４ 日  時    平成２９年２月１９日（日）  １０時００分スタート 
５  コ ー ス    網干なぎさ公園ー人工島ー日本触媒周回コース 
６ 距  離    ４２．１９５ｋｍ 
７ 区  間    第１区１０.００００ｋｍ なぎさ公園⇔人工島⇔臨海大橋西側 
                第２区  ３.００００ｋｍ  なぎさ公園⇔日触前 
                第３区  ８.１０７５ｋｍ  なぎさ公園⇔人工島⇔日触西詰⇔網干高Ｇ北東 
                第４区 ８.０８７５ｋｍ  なぎさ公園⇔人工島⇔日触西詰⇔網干高Ｇ北東 
                第５区 ３.００００ｋｍ  なぎさ公園⇔日触前 
                第６区 ５.００００ｋｍ  なぎさ公園⇔人工島⇔浄化センター南西 
                第７区 ５.００００ｋｍ  なぎさ公園⇔人工島⇔浄化センター南西 
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、兵庫県高等学校 
          体育連盟加盟校に在学する男子生徒であって、兵庫陸上競技協会の登録競技者 
    であること。                
  (2) ３年生を除く１・２年生で編成し、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・分校との生徒の混成は認めない。 
９ 競技規定 (1) 競走は、２０１６年度日本陸上競技連盟駅伝競走基準および大会規定よる。 
             (2) チーム編成は監督１名・選手１０名とし、申込後の選手変更は認めない。また、 
   ７名に満たない選手数の申込チームはオープン参加とし、区間成績は認める。 
             (3) 第１区より第７区のオーダーは、２月１９日８時００分までになぎさ公園ふれ 
    あい体育館学校受付まで提出すること。 
            (4) オーダー提出後の選手変更は、補欠をその区間に補充し、選手変更届を大会総 
    務に提出すること。 
  (5) 大会本部が認めれば複数校合同でチーム編成し、オープン参加として出場する 
   ことができる。チーム編成、申込方法、申込料等は上記のとおりとする。使用す 
        るチームナンバーおよびチーム名は申込時に大会本部が割り当てる。ナンバーカ 
    ードは大会本部が作成する。 
10 表  彰 (1) 優勝校に西播支部優勝旗・神戸新聞社盾を授与し表彰する。 
            (2) 準優勝校に神戸新聞社準優勝トロフィーを授与し表彰する。 
           (3) 総合成績第８位・区間成績第３位までに西播支部賞状を授与し表彰する。 
           (4) オープン優勝校に神戸新聞社盾を授与し表彰する。 
  (5) オープンは総合成績・区間成績第３位までに西播支部賞状を授与し表彰する。 
11 申込方法 (1) 西播支部配信のファイルにより作成した参加申込書（様式１）に公印、記載責任者 

印を押印し、下記へ送付すること。 
     送付先 〒670-0012 姫路市本町68-70  県立姫路東高等学校 肥塚直樹 宛 
       (2) 入力が完了したデータファイルを下記へメール送信すること。 
     送信先   seiban_riku@yahoo.co.jp 
       (3) 申込書・申込ファイルは下記ホームページよりダウンロードできる。 
     http://sports.geocities.jp/seiban_riku/ 
       (4) 学校長承認印、顧問印のないものは受理しない。 
       (5) 申込期日  平成２９年１月３０日（月） 
    (6) 申込料3000円  プログラム代2000円（申込者全員購入）大会当日納入すること。 
12  ｵｰﾀﾞｰ提出 ２月１９日（日）８時００分までに学校受付まで提出すること。 
13 そ の 他 (1) ナンバーカード番号は、兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部制定の学校番号を 
    使用すること。同一校で２チーム以上参加の場合は、連絡事項を参照のこと。 
        (2) 申込みと同時に２名以上の役員を推薦する。役員として協力のない学校は、高 
    体連の申し合わせにより出場できない。 
           (3) 西播地区以外の学校は、オープン参加とする。 
  (4) 個人情報の取扱について 
           (ｱ) 本大会に関して寄せられた個人情報は、本大会の目的以外に使用すること 
       はない。 
             (ｲ) 参加申込書の提出により上記(ｱ)の取扱に承諾を得たものと見なし氏名・ 
       学校名・学年・記録を紹介や掲示板に掲載し、本大会が認めた報道機関にも 
       公表する。また、入賞者はインタビューやその他競技場外で取材を受けるこ 
       とがある。 
              (ｳ) 本大会が認めた報道機関が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会報告書・ホ 
       ームページなどで公開されることがある。 
                (ｴ) 本大会が認めた報道機関が撮影した映像が、中継・録画放映されることが 
       ある。 
   (5) 平成28年10月以降、埋め立て工事のため人工島西側護岸は通行止めとなってい 
    る。平成29年1月14日の高体連除草作業日と大会当日以外は人工島を周回する 
    ことができないので、試走計画等、考慮すること。 



新人女子第３１回    西播高等学校駅伝競走大会要項  

１ 主   催    兵庫県高等学校体育連盟西播支部 
２  主  管    兵庫県高等学校体育連盟西播支部陸上競技部 
３ 後  援    神戸新聞社 姫路市教育委員会 
４ 日  時    平成２９年２月１９日（日）  １０時１５分スタート 
５  コ ー ス    網干なぎさ公園ー人工島ー日本触媒周回コース 
６ 距  離    ２１．０９７５ｋｍ 
７ 区  間    第１区  ６．０００ ｋｍ なぎさ公園⇔人工島⇔臨海大橋上 
                第２区    ４．０９７５ｋｍ  なぎさ公園⇔日触西詰 
                第３区    ３．０００ ｋｍ  なぎさ公園⇔日触前 
                第４区  ３．０００ ｋｍ  なぎさ公園⇔日触前 
                第５区  ５．０００ ｋｍ  なぎさ公園⇔人工島⇔浄化センター南西 
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、兵庫県高等学校 
          体育連盟加盟校に在学する女子生徒であって、兵庫陸上競技協会の登録競技者 
    であること。                
  (2) ３年生を除く１・２年生で編成し、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・分校との生徒の混成は認めない。 
９ 競技規定 (1) 競走は、２０１６年度日本陸上競技連盟駅伝競走基準および大会規定よる。 
             (2) チーム編成は監督１名・選手８名とし、申込後の選手変更は認めない。また、 
   ５名に満たない選手数の申込チームはオープン参加として取り扱う。 
             (3) 第１区より第５区のオーダーは、２月１９日８時００分までになぎさ公園ふれ 
    あい体育館学校受付まで提出すること。 
            (4) オーダー提出後の選手変更は、補欠をその区間に補充し、選手変更届を大会総 
    務に提出すること。 
  (5) 大会本部が認めれば複数校合同でチーム編成し、オープン参加として出場する 
   ことができる。チーム編成、申込方法、申込料等は上記のとおりとする。使用す 
        るチームナンバーおよびチーム名は申込時に大会本部が割り当てる。ナンバー 

 カードは大会本部が作成する。 
10 表  彰 (1) 優勝校に西播支部優勝旗・神戸新聞社盾を授与し表彰する。 
            (2) 準優勝校に神戸新聞社準優勝トロフィーを授与し表彰する。 
           (3) 総合成績第８位・区間成績第３位までに西播支部賞状を授与し表彰する。 
           (4) オープン優勝校に神戸新聞社盾を授与し表彰する。 
  (5) オープンは総合成績・区間成績第３位までに西播支部賞状を授与し表彰する。 
11 申込方法 (1) 西播支部配信のファイルにより作成した参加申込書（様式１）に公印、記載責任者 

印を押印し、下記へ送付すること。 
     送付先 〒670-0012 姫路市本町68-70  県立姫路東高等学校 肥塚直樹 宛 
       (2) 入力が完了したデータファイルを下記へメール送信すること。 
     送信先   seiban_riku@yahoo.co.jp 
       (3) 申込書・申込ファイルは下記ホームページよりダウンロードできる。 
     http://sports.geocities.jp/seiban_riku/ 
       (4) 学校長承認印、顧問印のないものは受理しない。 
       (5) 申込期日  平成２９年１月３０日（月） 
    (6) 申込料2000円  プログラム代2000円（申込者全員購入）大会当日納入すること。 
12  ｵｰﾀﾞｰ提出 ２月１９日（日）８時００分までに学校受付まで提出すること。 
13 そ の 他 (1) ナンバーカード番号は、兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部制定の学校番号を 
    使用すること。同一校で２チーム以上参加の場合は、連絡事項を参照のこと。 
        (2) 申込みと同時に２名以上の役員を推薦する。役員として協力のない学校は、高 
    体連の申し合わせにより出場できない。 
           (3) 西播地区以外の学校は、オープン参加とする。 
            (4) 個人情報の取扱について 
           (ｱ) 本大会に関して寄せられた個人情報は、本大会の目的以外に使用すること 
       はない。 
             (ｲ) 参加申込書の提出により上記(ｱ)の取扱に承諾を得たものと見なし氏名・ 
       学校名・学年・記録を紹介や掲示板に掲載し、本大会が認めた報道機関にも 
       公表する。また、入賞者はインタビューやその他競技場外で取材を受けるこ 
       とがある。 
              (ｳ) 本大会が認めた報道機関が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会報告書・ホ 
       ームページなどで公開されることがある。 
                (ｴ) 本大会が認めた報道機関が撮影した映像が、中継・録画放映されることが 
       ある。 
  (5) 平成28年10月以降、埋め立て工事のため人工島西側護岸は通行止めとなってい 
    る。平成29年1月14日の高体連除草作業日と大会当日以外は人工島を周回する 
    ことができないので、試走計画等、考慮すること。 


