
平成30年度北信越高等学校総合体育大会 

男子第５５回・女子第３１回北信越高等学校駅伝競走大会 
女子第３０回全国高等学校駅伝競走大会 北信越地区代表選考会 

実 施 要 項（案） 

 

 主  催  北信越高等学校体育連盟・（一財）富山陸上競技協会 

 共  催  富山県教育委員会・（公財）富山県体育協会 

    ・黒部市・黒部市教育委員会・（公財）黒部市体育協会 

 主  管  富山県高等学校体育連盟陸上競技専門部 

 後  援  毎日新聞社 

 

１期  日  開会式 平成３０年１１月１７日（土） 16:00～ 

    競 技 平成３０年１１月１８日（日） 女子10:00出発  男子 12:00出発 

    閉会式 平成３０年１１月１８日（日） 15:00頃予定 

 

２会  場  黒部市総合体育センター・黒部市駅伝コース 

 

３区間と距離 男子の部 42.195㎞ 7区間  女子の部 21.0975㎞ 5区間 

     1区  10.0㎞     1区  6.0㎞  

     2区  3.0㎞      2区  4.0975㎞  

     3区  8.1075㎞     3区  3.0㎞  

     4区  8.0875㎞     4区  3.0㎞  

     5区  3.0㎞      5区  5.0㎞ 

     6区  5.0㎞  

     7区  5.0㎞  

 

４出場資格 （１）各県代表は各県予選会上位３位とする。ただし、上位３校のうちで辞退校がでたときは

次位校とする。 

（２）選手は、学校教育法１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍し、

北信越５県各高等学校体育連盟加盟校に在学する生徒であって、公益財団法人日本陸上競

技連盟に登録された競技者であること。但し、休学中、留学中の生徒を除く。 

（３）出場者は、平成１１（1999）年４月２日以降に生まれた者。但し、同一学年での出場は

１回限りとする。 

（４）全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

（５）統廃合の対象になる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

（６）転校・転籍後６ヶ月未満のものは参加を認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。但

し、一家転住などやむを得ない事情がある場合は、各県高等学校体育連盟会長の認可があ

ればこの限りではない。 

（７）出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び各県高等学校体

育連盟会長の承認を必要とする。 

（８）参加資格の特例 

 ア）上記（２）に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断さ

れ、各県高等学校体育連盟会長が推薦した生徒について、全国高校総体開催基準要項の「大

会参加資格の別途に定める規程」に従い大会参加を認める。 

 イ）上記（３）のただし書きについて、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場

は、同一競技３回までとする。 

（９）その他、全国大会参加規定に準ずる。 



 

５競技規定 （１）学校対抗とする。 

（２）男子チームは監督１名と選手１０名、（補欠を含む）、女子チームは監督１名と選手８

名（補欠を含む）とする。ただし、選手のうち、外国人留学生のエントリーは２名以内と

し、出場については１区を除く区間で１名とする。申し込み後の選手変更は認めない。 

（３）男女各区の正式オーダーは、下記の監督会議受付時に提出すること。 

（４）オーダー提出後の選手の変更は，補欠をその区間の交代として補充し、必ず医師の診断

書を添えるか各県委員長の承認を経て選手変更届を大会当日午前８時００分から８時３０

分までに大会総務に提出すること。 

（５）引き継ぎにはタスキを用いる。 

（６）競走には一切の伴走を認めない。違反の場合は失格とする場合もある。 

（７）競走は2018年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則及び同駅伝競走基準、本大会申

し合わせ事項により実施する。 

 

６表   彰 （１）優勝校には優勝旗を授与する。 

    （２）総合は男女各６位まで表彰する。 

    （３）区間優勝者には区間賞を授与する。 

 

７申込方法 出場校の申込責任者は、アスリートランキングドットコムのホームページにアクセスし、富山

県の大会一覧から参加申込書類の様式をダウンロード後、必要部数を複写し参加申込書を作成

すること。但し、押印に関してはコピー不可とする。「http://www.athleteranking.com/」 

（１）出場校が作成する書類と参加料 

    ア 学校長の参加申込書（様式１）     ２通（1通は県委員長保管） 

    イ 宿泊申込書（様式２）       ２通 

    ウ 納入金明細書（様式３）       １通 

    エ 参加料           １チーム 20,000円 

※ ア～エは各参加校が各県委員長に提出または納入する 

エについては、大会宿泊要項（別紙）参照 

一度提出したデータ・書類内容の変更は原則として認めない 

（２）県委員長が作成する書類、申込金 

    オ 各県予選会成績一覧表（各県で作成したもの）  １部 

    カ 各県予選会プログラム       １部 

    キ 参加料・プログラム代金納入明細一覧表(様式４)  １部 

ク 学校長の参加申込書の取りまとめ     USB ﾒﾃﾞｨｱへ 

ケ 参加料等の振り込み        別紙振込先へ 

※ 各県委員長は参加申込書を取りまとめ、当該高等学校体育連盟会長を経て送付す

ること。また、参加申込データを以下のアドレスに送信すること。 

（３）申込期日  １１月７日（水）正午必着 

（４）申込先  〒933-8520 富山県高岡市中川園町１－１ 

           高岡高等学校  越後 俊朗 宛 

           TEL 0766-22-0166  FAX 0766-26-3054 

（５）送信先アドレス e-mail:echigo-toshiaki@tym.ed.jp 

 

８宿  泊 （１）宿泊については大会事務局で斡旋する。 

（２）別紙宿泊要項を参照の上、所定の方法にて申し込むこと。 

 

 



９諸会議・開閉会式（会場 黒部市総合体育センター 会議室） 

（１）専門委員長会議 平成３０年１１月１７日（土） １３時３０分（会議室） 

（２）オーダー提出  平成３０年１１月１７日（土） １４時３０分～１５時００分 

（３）監督会議   平成３０年１１月１７日（土） １５時００分（会議室） 

（４）開会式   平成３０年１１月１７日（土） １６時００分（メインアリーナ） 

（５）閉会式   平成３０年１１月１８日（日） 競技終了後 （メインアリーナ） 

 

１０引率・監督 

（１）引率責任者は、学校長の認める当該校の職員とする。 

（２）監督・コーチについては学校長の認める指導者とする。外部指導者の場合には傷害・賠

償責任保険に必ず加入すること。ただし、各県に規定があり、引率・監督がこの基準によ

り限定された範囲内であればその規定に従うことを原則とする。 

 

１１その他 （１）ナンバーカード、タスキは、大会事務局で作成し監督会議で渡す。選手は定められたナ

ンバーカードを胸背部に確実に付ける。 

各県の番号割当は次の通り 

新潟 １１～１３ 長野 ２１～２３ 富山 ３１～３３ 

石川 ４１～４３ 福井 ５１～５３ 

（２）本大会の問い合わせ先は、７-(4) 申込先と同じ 

（３）監督車は全面車両通行禁止のため運行しない。 

（４）競技中、走路には応援の車両を入れないよう各校で十分に注意すること。チーム関係者

および保護者やＯＢ等の応援によるコース上の移動や駐車等も禁止する。 

（５）審判長の判断により、繰り上げスタートを行うことがある。 

（６）競技中の事故については、主催者で応急処置のみ行う。 

（７）スタート整列順の抽選は、１１月１７日（土）オーダー提出時に行う。14:30-15:00 

（８）個人情報及び肖像権に関わる取り扱いに関して 

①主催者は、個人情報保護法に関する法令を遵守し、公益財団法人日本陸上競技連盟個人

情報保護方針に基づき取り扱う。尚、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム

編成及び作成、記録発表、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。 

②参加校顧問は参加生徒に対し、大会運営に必要な個人情報がプログラム等へ記載され、

その大会結果が公表され、また第三者へ情報提供されることがあることについて周知す

るとともに、当該学校長を通して本人の同意を得ること。 

（９）本部：黒部市総合体育センター内 ２階 会議室 

〒９３８－００４１ 富山県黒部市堀切１１４２ TEL０７６５－５７―２３００ 

（１０）本大会は女子の記念大会となるので、各県代表校以外で最上位の学校が全国高校駅伝

競走大会の出場資格を得る。 



平成３０年度北信越高等学校体育大会 

男子第５５回・女子第３１回北信越高等学校駅伝競走大会 

宿 泊 要 項（案） 

１ 総則 

（１）この要項の対象者は、標記大会に参加する選手・監督および役員とする。 

（２）宿泊は、必ず大会事務局を通して申し込むこと。 

（３）原則として宿泊決定後の取り消しは認めない。 

 

２ 宿泊規定 

宿泊に関する紛議等の調停斡旋は、宿泊担当 名鉄観光 滝川恵照 がこれにあたる。 

【携帯(090-3294-9511）fax(076-431-2056）】 

（１）宿泊料金・・・１人１泊２食(朝・夕)   ８,５００円（税別）とする。 

（食事代内訳 朝食 ５４０円  夕食 ８６４円） 

（２）取 消 料・・・原則として大会不参加の場合のみとする。 

①宿泊第１日目の５日前まで･･･無料 

②宿泊第１日目の４日前まで･･･１名につき１，０００円 

③宿泊第１日目当日･･･････････１名につき宿泊料金の全額 

（３）欠  食 申込み後の変更は原則として認めない。 

（４）弁  当 ①１食６４８円（税込）とし、宿泊担当が弁当引換証を交付する。 

②弁当の取扱は、平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日）とする。 

③弁当は、当日１１時００分～１２時００分までの間に黒部市総合体育センター１Ｆ弁当受

付にて弁当を引き渡す。また、弁当のゴミは１５時００分までに弁当受付へ持参する。 

④弁当数の変更についてはやむを得ない場合のみ競技日前日１９時までに宿泊担当に連絡

すること。それ以後の変更は認めない。 

（５）朝  食 原則として６時１５分からとするが、それ以外については上記宿泊担当者と相談すること。 

（６）そ の 他 ①宿舎決定は、宿泊担当から申込責任者宛ＦＡＸにて通知する。 

②申込書は必ず写しをとっておくこと。 

③来車の有無は必ず記入すること。 

④支払いについては、宿泊決定通知後～１１月２６日までに振り込みにて支払うこと。手数

料は受取人負担（手数料差引）で構わない。 

 

３ 申込方法 

・宿泊申込書（２通）に必要事項を記入し、大会参加申込書とともに、各県委員長に申込むこと。 

・各県委員長は宿泊を一括し、大会事務局へ１１月７日（水）までに申込むこと。 

 

４ その他 

・食物には充分気を付け、食中毒・伝染病等絶対ないよう注意すること。 

・健康保健証の携帯を忘れないように。 

・マイクロバス等使用の学校は駐車場の関係で競技場より遠くなることがある。 

・有料駐車場使用のときは各学校負担とする。 



個人情報等の取扱いについて 

北信越高等学校体育連盟 

 

 北信越高等学校体育連盟は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえ、以下により個

人情報、肖像（以下「個人情報等」という）を取得・管理・使用する。 

 

１ 個人情報等の適正な取得並びに使用 

  個人情報等は、利用目的を明示した上で適正に取得し、利用目的の範囲内で使用する。また、

個人情報等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供しない。 

２ 個人情報等の管理 

個人情報等は適正に管理し、個人情報等への不適正なアクセス、個人情報等の紛失、破壊、

改ざん及び漏洩等の防止のために、適切な措置を講ずる。 

３ 取得し、使用する個人情報等及び個人情報等の提供先 

 (1) 北信越高体連が取得し、使用する個人情報等及び個人情報等の提供先は次のとおりとする。 

  ア．取得し、使用する個人情報等は別紙の個人情報の項目及び利用目的のとおりとする。 

  イ．取得した個人情報等の提供先は別紙の情報提供先のとおりとする。 

 (2) 北信越高体連は報道機関によって報道された個人情報等を使用する場合は、当該参加者等

からあらかじめ同意を得て個人情報等を取得、使用する。また必要に応じて第三者にその個

人情報等を提供することもある。 

４ 個人情報等の公表及び第三者への情報提供への同意 

 (1) 大会役員・審判員等について 

   北信越高体連は、大会役員・審判員等の個人情報等を大会要項やプログラム等に掲載する

場合には、あらかじめ掲載することについて本人の同意を得る。ただし、本人が参加する

役員会等において口頭で同意を得ることができるものとする。 

 (2) 大会参加生徒について 

   北信越高体連は、在籍する高等学校長を通して、北信越大会等へ参加する生徒に対し、別

紙個人記録項目のうち参加する大会の運営に必要な個人情報等がプログラム等へ掲載され、

その大会結果が公表され、また、第三者へ情報提供されることがあることについて周知す

るとともに、当該高等学校長を通して本人の同意を得る。 

   また、北信越体育大会や全国大会への出場が決定した場合には、必要な個人情報等が選手

団名簿や県高体連ホームページ等に掲載され、報道機関等へも情報提供がなされることに

ついても同様に本人の同意を得る。 

５ 大会に参加する生徒から個人情報等を取得する場合の措置 

(1) 大会に参加する生徒が在籍する高等学校長は、参加する生徒に対し「大会参加申込書」に

記載内容などの個人情報等が公表され、又は第三者に情報提供されることがあることを下

記の例文を参考に書面またはこれに準ずる方法によって説明し、そのことについて同意を

得る。 

(2) 北信越高体連は、「大会参加申込書」の提出の際に事務局への自己の個人情報等の不同意・

訂正・削除等の連絡がない場合には、あらかじめ本人から個人情報等の公表及び第三者に

情報提供することに同意が得られたものとして取扱う。 

６ 個人情報等の公表に同意しない参加生徒への対応について 

北信越高体連及び北信越高体連専門部は、大会等の運営に必要な役員用プログラムを除き、

一般に公表されるプログラム等には氏名等の個人情報等は掲載しない。また、大会結果を県

高体連記録集及び県高体連ホームページに掲載したり、報道機関へ大会結果を提供する場合

には同様に取扱う。 

７ その他 

北信越高体連は、個人情報保護に関する法令等を遵守し、このことに関する問い合わせに対

しては、適切に対応する。 

 



個人情報等利用目的の本人への明示方法 

個人情報等の取り扱いについて： 

 大会に参加する生徒の個人情報等は利用目的として北信越体育大会（新人大会）の

参加申込、大会運営業務等のために利用します。また、その情報は、全国高体連、開

催県実行委員会、当該競技団体、当該会場地実行委員会、県・市町村教育委員会及び

報道に提供することがあります。 

 自己の個人情報等の提供に同意しない場合または訂正・削除等の要求がある場合は、

各県委員長が県ごとに取りまとめ下記へ６月１日までにご連絡ください。 

 

 平成３０年度北信越高等学校体育大会 駅伝競走大会 

  事務局：富山県高岡市中川園町１－１  富山県立高岡高等学校 

      富山県高等学校体育連盟陸上競技専門部 

  委員長 越後 俊朗 

      TEL 0766-22-0166  FAX 0766-26-3054 

 

（別紙） 

北信越高等学校体育連盟個人情報記録項目等 

 個人情報の項目 具 体 的 内 容 利 用 目 的 情報提供先 

基本事項 

識別番号・記号 

氏名 性別 

年齢・生年月日 

写真等 

競技団体登録番号 

氏名、性別 

年齢、生年月日 

顔写真、映像 

大会要項、大会プログラム 

高体連記録集、高体連ホーム 

ページ、県陸協ホームページ、 

大会参加資格の確認 

各県教委 

報道機関 

各県高体連 

全国高体連 

各県体協 

各県陸協 

心身 

の状況 
健康状況 

大会参加のため 

の健康証明 
大会参加資格の確認 な し 

 

大会要項、大会プログラム、 

高体連記録集、 

高体連ホームページ 

各県教委 

報道機関 

全国高体連 

各県高体連 

各県体協 

経 

 

歴 

 

等 

職業・職歴 

学業・学歴 

 

資格 

 

その他 

所属名 

所属校名、学年 

出身中学校名 

段位、級、審判資格 

競技種目、ポジション、

競技記録 

大会要項、大会プログラム、 

高体連記録集、 

高体連ホームページ 

県陸協ホームページ 

各県教委 

報道機関 

全国高体連 

各県高体連 

各県体協 

各県陸協 

 

※ 全ての競技・種目に共通に上記の「具体的内容」が全て必要とされるものではなく、各競技・

種目ごとの｢大会参加申込書｣に記載が必要とされる｢具体的内容｣が、参加する競技・種目の大会

で利用され、又は個人情報が必要に応じて第三者に提供される。 



１　控え場所・練習場所等について

１１／１６(金) １１／１７(土) １１／１８(日)

９：００～
２１：３０

９：００～
２１：３０

７：００～
１８：００

メインアリーナ
フロア

不可☓
可○

各県待機場所設置
１８：００まで

可○
各県待機場所設置

メインアリーナ上部
ランニング走路
(一周２１５ｍ)

不可☓

運動公園内
芝生広場

不可☓

メインアリーナ上部
ランニング走路
(一周２１５ｍ)

不可☓

メインアリーナ
フロア

多目的グラウンド

運動公園内
芝生広場

駅伝コース 不可☓

２　その他

選手用にスリッパは用意しません。メインアリーナ入館用に内履きを持参してください。

北信越駅伝大会参加高校監督　　様

富山県高体連陸上競技専門部

　男子５５回・女子３１回北信越高等学校駅伝競走大会に参加されます各高校の先生方
に、前々日・前日・当日の諸連絡を下記の通りさせていただきます。なにとぞご協力をお
願いいたします。

黒部市総合体育センター
開館時間

控
え
場
所
の
確
保

可○

可○

保護者・競技役員・関係者の駐車場：
黒部浄化センター駐車場

駐車場

大型/マイクロバス：第２駐車場　（体育館横）
普通車：第３駐車場　（第２駐車場向かい）
（プール前の第１駐車場は一般利用者優先）

練
習
・
ア
ッ
プ

使用可○
(無料)

不可☓

使用可○
(無料)

使用可○
(無料)

歩道・路側帯使用
（各校自己責任）


