令和３年度
第５５回神奈川県中学校総合体育大会
第３６回神奈川県中学校女子駅伝競走大会
大 会 要 項
１．目
的
この大会は、スポーツの正常な発展をはかり、体育文化の向上を期することが主
たる目的であり、生徒たちが正しい陸上競技の経験によって、公正に行動し、進んで規則を守り、お互いに協
力して責任を果たすなどの社会生活に必要な生活態度を身につけ、スポーツを愛好し、余暇を有意義に活
用する習慣を養い、体力・気力の充実した心身ともに健康な中学生の育成に努める。
２．主

３．主
４．後
５．会

催

管
援
期

６．参加資格

神奈川県教育委員会
神奈川県中学校体育連盟 神奈川県公立中学校長会
小田原市教育委員会 南足柄市教育委員会 箱根町教育委員会 真鶴町教育委員会
湯河原町教育委員会 中井町教育委員会
大井町教育委員会 松田町教育委員会
山北町教育委員会
開成町教育委員会
横浜市教育委員会 川崎市教育委員会 藤
沢市教育委員会 秦野市教育委員会
小田原・足柄下地区中学校長会 足柄上郡・南足柄市中学校長会
（一財）神奈川陸上競技協会
神奈川県中学校体育連盟陸上競技専門部・県西ブロック中学校体育連盟
神奈川新聞社
（１）総合開会式 令和３年７月２７日（火）会場：小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ
（２）監督会議
令和３年１１月２日（火）14 時 00 分
横浜市立大綱中学校 045－542－4422
（３）競技日程
令和３年１１月６日（土）予備日１１月１３日（土） 横浜 八景島・海の公園周回コース
横浜市金沢区海の公園１０番
℡045-701-3200
※開会式 9 時 00 分
発走 10 時 00 分
閉会式 13 時 00 分（予定）
（１）神奈川県中学校体育連盟の中学校に在学し、かつその中学校で設置されている部活
動に入部している生徒で、学校長が出場を承認した生徒であること。
（２）神奈川県中学校体育連盟の中学校に在学し、その中学校で部活動が設置されていな
い場合でも、学校長が教育活動の一環として参加を承認した生徒であること。
（注）大会参加申込書（専門部保管）
※参加資格の特例
学校教育法１３４条の学校に在学し、神奈川県中学校体育連盟が参加を認め、当該
学校長の承認を受け地区・ブロック大会を経て参加の資格を得た生徒であること。
（３）当該の校長・教員又は部活動指導員が引率および役員として参加できる学校の生徒で
あること。
（４）各地区の代表チームとし、編成は１校１チーム学校単位で女子５名（補欠３名）、地区ご
との参加校は、横浜１０校、川崎６校、相模原５校、横須賀、小田原・下３校、
海老名・中郡は１校、その他の地区は２校とする。
（５）前年度、関東大会に出場したチーム数を各地区割り当てに追加する。

７．引率者・監督・地域〔外部〕指導者（コーチ）
参加生徒の引率ならびに監督は､当該校の校長･教員・部活動指導員に限るものとする。
※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。
※引率者の特例
神奈川県中学校体育連盟主催大会および共催大会で県内で開催する大会を対象とし、
大会参加に当たって校長・教員が引率できず、校長がやむを得ないと判断した場合に
限り、運動部活動に於ける地域（外部）指導者の引率についての規定および神奈川県
中学校体育連盟監督・引率に関する規定により、校長が引率者として承認した地域（外
部）指導者の引率を認める。
８．表

彰

優勝校に優勝杯、賞状、メダル。２・３位に盾・賞状・メダル。４～６位までに盾、賞状。
７～１０位までに賞状を授与。また区間記録者に賞状を授与する。

９．参加申込み （１）大会参加に当たっては､「大会参加申込書」職印を押したものとそのコピーを男女それぞれ２
部提出しなければならない。
（２）大会参加に当たっては、学校長の出場承認の無いものは参加することができない。
従って「大会参加申込書」に校長印のないものは出場することができない。
(３)参加校は、申し込みデータを令和３年１０月２６日（火）必着で２０地区部長（申し込
み担当者）まで提出しなければならない。
※なお、この時提出した選手名については後日入れ替えることはできない。
10．プロ編成
日時：令和３年１１月２日（火）14 時 00 分 横浜市立大綱中学校 045－542－4422 会
場責任者：林 弘幸
※各地区専門部長は、大会参加申込書男女それぞれ２部をまとめて持参すること。
※同日午後からの監督会議には、出場校顧問は全員出席のこと。

11．関東・全国大会推薦

優勝校を関東・全国大会に、２・３・４位校を関東大会に推薦する。

12．ナンバーカード Ｂ５版の大きさの白布に、地区番号を赤字で、高さ１２ｃｍ、幅５ｃｍ以上で太く記入する。
区間番号はそれよりも小さく、黒字で記入する。飾り文字は使用しないこと。学校名は黒
字で～中・中学校は入れない。ランニングシャツの胸背部に安全ピンで四隅を２カ所止め
I
すること。
また、「腰ナンバーカード」は大会本部が用意し、選手一人につき１枚（１区のみ２枚）配
学校名
布する。「腰ナンバーカード」は、１区はランニングパンツの両腰に、２区以降は右腰につ
ける。

I７

《地区番号》
横 浜１～ １０ 川 崎１１～１６
逗 葉２２～２３ 鎌 倉２４～２５
相模原３０～３４ 大 和３５～３６
海老名 ４１
厚・愛４２～４３
秦 野４８～４９
中
５０
足柄上南５４～５５ 追加校６１～６４
13．た す き
14．学校受付
15．招

集

16．ス タ ー ト

17．規

則

18．通過予定
時
間
19．コ ー ス

20．そ の 他

横須賀１７～１９ 三 浦２０～２１
藤 沢２６～２７ 茅ヶ崎２８～２９
座 間３７～３８ 綾 瀬３９～４０
平 塚４４～４５ 伊勢原４６～４７
小田原・下５１～５３

計測用 IC チップ入りの「たすき」を学校受付時に、オーダー用紙と引き換えに配付する。
（自校たすきを使用することはできない）
7 時 45 分～8 時 10 分の間に、オーダー用紙の提出を行う。
各区の通過予定時間の３０分前から２０分前に、本人が行う。
なお、１区はスタート時刻の５０分前から４０分前に、本人が行う。
前列１番～２４番は横浜地区１位～３位、川崎・相模原地区１位～２位、他地区１位で抽
選、後列２５番以降は横浜地区４位以下、川崎・相模原地区３位以下、他地区２位以下で
抽選を行う。
日本陸上競技連盟駅伝競走規準、及び本大会打ち合わせ事項に基づいて行う。
（１）伴走は、いっさい認めない。違反した場合は失格とする。
（２）競技役員の指示に従う。
（３）途中で走れない状態になったときは、当該チームのその区間の競走は無効としその
チームは審判長の指示に従い、次区走者から再び競走を続行する。
この場合、チームの記録、成績は無効となるが、各区間の記録は認められる。
（４）各校のユニフォームは、原則として同一の陸上競技ユニフォームを着用する。
１区→２区
１０分
２区→３区
７分
３区→４区
７分
４区→５区
７分
５区→ゴール １１分
横浜八景島・海の公園周回コース
女子 ５区間 １２．４８ｋｍ
１区
３．００ｋｍ スタート．①．②．③．➃．➄．⑧中継
２区～４区
２．０３ｋｍ 中継⑧．③．➃．➄．⑧中継
５区
３．３９ｋｍ 中継⑧．③．➃．➄．➅．⑦．⑧ゴール

（１）生徒役員は、担当地区の生徒とする。
（２）各校１名走路員を出すこと。（競技役員を兼ねている顧問の先生は、走路員として別の
１名を出すこと）男女両チーム出場の場合は、各１名走路員を出すこと。
（３）本大会における参加者の傷害等は「独立行政法人 日本スポーツ振興センター法」の
適用となる。

21．特記事項

（１）参加については、「県中体連陸上競技専門部新型コロナウイルス感染症防止
ガイドライン」を事前に配付し周知徹底をはかる。参加校顧問及び生徒は、
「県中体連陸上競技専門部新型コロナウイルス感染症防止ガイドライン」を
遵守し、事前準備を十分に行ったうえで参加すること。
（２）｢県中学校体育連盟主催各種大会実施に係る新型コロナウイルス感染症防止ガ
イドライン｣及び｢日本陸上競技連盟陸上競技再開のガイダンス｣を遵守する
など、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期して、大会を実施する。
（３）今後の県内の感染状況を踏まえ、中止又は延期する場合がある。

第５５回
第４３回

令和３年度
神奈川県中学校総合体育大会
神奈川県中学校男子駅伝競走大会
大 会 要 項

１．目
的
この大会は、スポーツの正常な発展をはかり、体育文化の向上を期することが主
たる目的であり、生徒たちが正しい陸上競技の経験によって、公正に行動し、進んで規則を守り、お互いに協
力して責任を果たすなどの社会生活に必要な生活態度を身につけ、スポーツを愛好し、余暇を有意義に活
用する習慣を養い、体力・気力の充実した心身ともに健康な中学生の育成に努める。
２．主

３．主
４．後
５．会

催

管
援
期

６．参加資格

神奈川県教育委員会
神奈川県中学校体育連盟 神奈川県公立中学校長会
小田原市教育委員会 南足柄市教育委員会 箱根町教育委員会 真鶴町教育委員会
湯河原町教育委員会 中井町教育委員会
大井町教育委員会 松田町教育委員会
山北町教育委員会
開成町教育委員会
横浜市教育委員会 川崎市教育委員会 藤
沢市教育委員会 秦野市教育委員会
小田原・足柄下地区中学校長会 足柄上郡・南足柄市中学校長会
（一財）神奈川陸上競技協会
神奈川県中学校体育連盟陸上競技専門部・県西ブロック中学校体育連盟
神奈川新聞社
（１）総合開会式 令和３年７月２７日（火）会場：小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ
（２）監督会議
令和３年１１月２日（火）14 時 00 分
横浜市立大綱中学校 045－542－4422
（３）競技日程
令和３年１１月６日（土）予備日１１月１３日（土） 横浜 八景島・海の公園周回コース
横浜市金沢区海の公園１０番
℡045-701-3200
※開会式 9 時 00 分
発走 11 時 15 分
閉会式 13 時 00 分（予定）
（１）神奈川県中学校体育連盟の中学校に在学し、かつその中学校で設置されている部活
動に入部している生徒で、学校長が出場を承認した生徒であること。
（２）神奈川県中学校体育連盟の中学校に在学し、その中学校で部活動が設置されていな
い場合でも、学校長が教育活動の一環として参加を承認した生徒であること。
（注）大会参加申込書（専門部保管）
※参加資格の特例
学校教育法１３４条の学校に在学し、神奈川県中学校体育連盟が参加を認め、当該
学校長の承認を受け地区・ブロック大会を経て参加の資格を得た生徒であること。
（３）当該の校長・教員又は部活動指導員が引率および役員として参加できる学校の生徒で
あること。
（４）各地区の代表チームとし、編成は１校１チーム学校単位で男子６名（補欠３名）、地区ご
との参加校は、横浜１０校、川崎６校、相模原５校、横須賀、小田原・下３校、
海老名・中郡は１校、その他の地区は２校とする。
（５）前年度、関東大会に出場したチーム数を各地区割り当てに追加する。

７．引率者・監督・地域〔外部〕指導者（コーチ）
参加生徒の引率ならびに監督は､当該校の校長･教員・部活動指導員に限るものとする。
※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。
※引率者の特例
神奈川県中学校体育連盟主催大会および共催大会で県内で開催する大会を対象とし、
大会参加に当たって校長・教員が引率できず、校長がやむを得ないと判断した場合に
限り、運動部活動に於ける地域（外部）指導者の引率についての規定お よび神奈川県
中学校体育連盟監督・引率に関する規定により、校長が引率者として承認した地域（外
部）指導者の引率を認める。
８．表

彰

優勝校に優勝杯、賞状、メダル。２・３位に盾・賞状・メダル。４～６位までに盾、賞状。
７～１０位までに賞状を授与。また区間記録者に賞状を授与する。

９．参加申込み （１）大会参加に当たっては､「大会参加申込書」職印を押したものとそのコピーを男女それぞれ２
部提出しなければならない。
（２）大会参加に当たっては、学校長の出場承認の無いものは参加することができない。
従って「大会参加申込書」に校長印のないものは出場することができない。
(３)参加校は、申し込みデータを令和３年１０月２６日（火）必着で 20 地区部長（申し込
み担当者）まで提出しなければならない。
※なお、この時提出した選手名については後日入れ替えることはできない。
10．プロ編成

日時：令和３年１１月２日（火）14 時 00 分 横浜市立大綱中学校 045－542－4422 会
場責任者：林 弘幸
※各地区専門部長は、大会参加申込書男女それぞれ２部をまとめて持参すること。
※同日午後からの監督会議には、出場校顧問は全員出席のこと。

11．関東・全国大会推薦

優勝校を関東・全国大会に、２・３・４位校を関東大会に推薦する。

12．ナンバーカード Ｂ５版の大きさの白布に、地区番号を黒字で、高さ１２ｃｍ、幅５ｃｍ以上で太く記入する。
区間番号はそれよりも小さく、赤字で記入する。飾り文字は使用しないこと。学校名は黒
字で～中・中学校は入れない。ランニングシャツの胸背部に安全ピンで四隅を２カ所止め
すること。
I
また、「腰ナンバーカード」は大会本部が用意し、選手一人につき１枚（１区のみ２枚）配
学校名
布する。「腰ナンバーカード」は、１区はランニングパンツの両腰に、２区以降は右腰につ
ける。

I７

《地区番号》
横 浜１～ １０ 川 崎１１～１６ 横須賀１７～１９ 三 浦２０～２１
逗 葉２２～２３ 鎌 倉２４～２５ 藤 沢２６～２７ 茅ヶ崎２８～２９
相模原３０～３４ 大 和３５～３６ 座 間３７～３８ 綾 瀬３９～４０
海老名 ４１
厚・愛４２～４３
平 塚４４～４５ 伊勢原４６～４７
秦 野４８～４９
中
５０
小田原・下５１～５３
足柄上南５４～５５ 追加校６１～６４
13．た す き

計測用 IC チップ入りの「たすき」を学校受付時に、オーダー用紙と引き換えに配付する。
（自校たすきを使用することはできない）

14．学校受付

7 時 45 分～8 時 10 分の間に、オーダー用紙の提出を行う。

15．招

集

16．ス タ ー ト

17．規

則

18．通過予定
時
間
19．コ ー ス

20．そ の 他

各区の通過予定時間の３０分前から２０分前に本人が行う。
なお、１区はスタート時刻の５０分前から４０分前に、本人が行う。
前列１番～２４番は横浜地区１位～３位、川崎・相模原地区１位～２位、他地区１位で抽
選、後列２５番以降は横浜地区４位以下、川崎・相模原地区３位以下、他地区２位以下で
抽選 を行う。
日本陸上競技連盟駅伝競走規準、及び本大会打ち合わせ事項に基づいて行う。
（１）伴走は、いっさい認めない。違反した場合は失格とする。
（２）競技役員の指示に従う。
（３）途中で走れない状態になったときは、当該チームのその区間の競争は無効
としそのチームは審判長の指示に従い、次区走者から再び競走を続行する。
この場合、チームの記録、成績は無効となるが各区間の記録は認められる。
（４）各校のユニフォームは、原則として同一の陸上競技ユニフォームを着用する。
１区→２区
４区→５区

９分
１０分

２区→３区
５区→６区

１０分
１０分

３区→４区
１０分
６区→ゴール １０分

横浜八景島・海の公園周回コース
男子 ６区間 １９．９５ｋｍ
１区
３．００ｋｍ スタート．①．②．③．➃．➄．⑧中継
２区～６区
３．３９ｋｍ 中継⑧．③．➃．➄．➅．⑦．⑧中継・ゴール

（１）生徒役員は、担当地区の生徒とする。
（２）各校１名走路員を出すこと。（競技役員を兼ねている顧問の先生は、走路員として別の
１名を出すこと）男女両チーム出場の場合は、各１名走路員を出すこと。
（３）本大会における参加者の傷害等は「独立行政法人 日本スポーツ振興センター法」の
適用となる。

21．特記事項

（１）参加については、「県中体連陸上競技専門部新型コロナウイルス感染症防止
ガイドライン」を事前に配付し周知徹底をはかる。参加校顧問及び生徒は、
「県中体連陸上競技専門部新型コロナウイルス感染症防止ガイドライン」を
遵守し、事前準備を十分に行ったうえで参加すること。
（２）｢県中学校体育連盟主催各種大会実施に係る新型コロナウイルス感染症防止ガ
イドライン｣及び｢日本陸上競技連盟陸上競技再開のガイダンス｣を遵守する
など、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期して、大会を実施する。
（３）今後の県内の感染状況を踏まえ、中止又は延期する場合がある。

