
第４８回（平成３０年度） 

海南クロスカントリー大会 

主  催: 海南海草地方陸上競技協会  

期  日: 平成30年12月9日 日曜日  
場  所: 海南市立巽中学校 
        亀池公園周辺  

後  援:  海南市教育委員会  紀美野町教育委員会                                                                                                                             
一般財団法人和歌山陸上競技協会 
海南市体育協会 朝日新聞和歌山総局  



１　主　　催 海南海草地方陸上競技協会

２　後　　援

３　期　　日 平成３０年１２月９日（日）

４　コ ー ス 亀池周辺　（海南市立巽中学校運動場スタート＆ゴール）

(海南駅前からｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｽ ｢巽学校下｣下車､徒歩５分。亀池遊園他駐車場あり)

５　種　　別 ア）小学生男子共通の部(約1.6Km) イ）小学生女子共通の部(約1.6Km)

ウ）中学１年男子の部(約3Km) エ）中学２・３年男子の部(約3Km)

オ）中学１年女子の部(約3Km) カ）中学２・３年女子の部(約3Km)

キ）高校男子の部(約4.2Km) ク）高校・一般女子の部(約3Km)

ケ）一般男子の部(約4.2Km) コ）壮年男子の部(約3Km)

サ）壮年女子の部(約3Km)

６　参加資格 １）居住地の制限はしない。

２）大会当日の満年齢、壮年男子の部は４０歳以上、壮年女子の部は３５歳以上の者をいう。

３）小学生の部は、4年生以上とする。

７　表　　彰 １）各種別１位に朝日新聞社よりメダル、海南海草陸協より楯を授与する。

２）各種別朝日新聞社は３位まで、海南海草陸協は６位までに賞状を授与する。

８　申し込み １）アスリートランキング利用可能な方は、インターネットより下記アドレスに申し込むこと。

申込書は、アスリートランキングのホームページからダウンロードできます。

　　アドレス：http://www.athleteranking.com/

　　　　　　　　※誓約書は、大会当日提出して下さい。

２）インターネットで申込み出来ない個人、団体については、Ｅメール又は郵送又で 申込書(ｺﾋﾟｰ可)に

   　必要事項を記入の上、下記宛に申し込むこと。（携帯メール可能です。）

　　①Ｅメール ｱﾄﾞﾚｽ:kainantf2@yahoo.co.jp

　　　　　　　　※誓約書は、大会当日提出して下さい。

　　②郵送 〒642-0001　海南市船尾101　　滝上　勝也　迄

３）申込締切日 11月2４日（土）

４）参 加 料 小学生３００円　 中学生４００円　　高校生６００円

一般及び壮年１０００円

　　　　（参加料は当日受付けで徴収　申し込み者全員分。欠席者も含む）

５）問合せ先 高垣　宏 TEL 073-482-4873

９　日　　程（予定）※参加人数により変更する場合があります

ゴールゲート

　８：１５～９：２０ 受付〆切

　８：４５ コース案内

　９：３０ 開会式

１０：００ 小学共通男子 （Ａゲート）

中学１年女子 （Ｂゲート）

中学２・３年女子 （Ｃゲート）

１０：３０ 中学１年男子 （Ａゲート）

中学２・３年男子 （Ｂゲート）
壮年男子 （Ｃゲート）

（表彰は各種別レース終了後に順次行います）

１０　その他 １）競技中の傷害については、応急処置のみ行うが、それ以上の一切の責任は負わない。

２）参加者は、事前に診断を受けておくなど、健康管理には十分心掛けておくこと。

３）コースの下見は８時４５分から行うので、希望者は時間までに集合すること。（時間厳守）

４）コースはかなり起伏があり、所々狭い場所もあるので、できる限り下見をしておくこと。

５）下りのコースは、滑りやすいため、特に無謀な走り方をしないよう注意すること。

６）主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。

　　

第４８回(平成３０年度)　海南クロスカントリー大会開催要項

海南市教育委員会､紀美野町教育委員会､一般財団法人和歌山陸上競技協会､海南市体育協会、朝日新聞和歌山総局

時　　間 内　　容



 日    時    平成３０年１２月９日（日）  ９時３０分開会式

 競技日程    ８時４５分   コース下見 案内（各種別一括）  

   ９時２０分   受付〆切

   ９時３０分   開会式【本部前（雨天時 体育館）】

スタート時刻 種          別 距 離 ｺﾞｰﾙﾚｰﾝ 参加者

 小学生共通  男子の部 1.6㎞ Ａ 4名

 中学生  1年 女子の部 Ｂ 8名

 中学生2･3年 女子の部 Ｃ 1名

 中学生  1年 男子の部 Ａ 9名

 中学生2･3年 男子の部 Ｂ 13名

 壮  年 　     男子の部 Ｃ 3名

総参加者 38名

      （注）進行状況によりスタート時刻が多少変更する場合があります。

        競技注意事項
1. 当大会は20１８年度日本陸上競技連盟競技規則並びに申し合わせ事項により実施する。

2. 受付けでは所属（学校、ｸﾗﾌﾞ名等）と氏名を告げ、ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを受け取ること。

3. ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞは競技時、服装の胸部、脊部に数字がよく見えるように取付けること。

4. 体育館の使用は、荷物保管、更衣に使用して下さい。

5. ウォーミングアップは競技中の走者に支障のないように。

6. スタート地点はグラウンド南端バックネットの右端の延長線に設置する。

スタート地点の集合は、競技日程のスタート時刻10分前に順不同に整列し
スタート時刻５分前には集合完了とする。
以後、整列位置から移動しないこと。

7. グラウンド門外から亀池公園入口までの間は、公道を走行するので通行車両に充分注意

し、交通安全に努めること。

8. コース上、①スタート前半の堤防道の石橋、②林道から抜け出る下り坂付近の滑りやす

い所では、充分安全に気を付け、他の走者を妨害しないように走行すること。

9. 折り返し地点は右回りでターンすること。

10. ゴールは（競技日程に記載している種別ごとの定めたレーン）グラウンド門から体育館

入口方向に、直線のＡ・Ｂ・Ｃ各レーンに区分したにゴールすること。

（レーンを誤ってゴールした場合は記録は無効になる。)

11. ゴールラインを通過した完走者は、その場に立ち止らずに、整列し前方に歩き決勝審判員

にナンバーカードを掲示する。

ナンバーカードを掲示しなかった選手については、記録無しとなります。

12. 記録証（各種別ごと）を必要な場合は、備付の封筒に１００円を入れ、宛名を記入して

本部に提出して下さい。後日郵送致します。

13. 大会終了後、AthleteRanking.comのホームページに結果を公開します。

第４８回海南クロスカントリー大会競技注意事項

3.0㎞

   １０時

ゼッケン

3.0㎞

   １０時３０分



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録
1  402 坂本　大知 ( 6 )  海南アスリート (　　) 3  334 河中　宥美 ( 6 )  向陽台小・大阪 (　　)

2  410 林　龍雅 ( 5 )  海南アスリート (　　) 4  1-313 中井　新太 ( 4 )  紀の国AC (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録
1  1-1015 垣内　祐輝 ( 1 )  紀見北中 (　　) 6  321 道場　湧生 ( 1 )  東海南中 (　　)

2  4-1013 下津　遥功 ( 1 )  海南中 (　　) 7  322 森下　剛翔 ( 1 )  東海南中 (　　)

3  4-1014 谷本　空都 ( 1 )  海南中 (　　) 8  320 岡田垣内　星斗 ( 1 )  東海南中 (　　)

4  4-1037 河原　周平 ( 1 )  海南中 (　　) 9  338 川嶋　望叶 ( 1 )  智辯学園中・奈良 (　　)

5  323 芝田　千陽 ( 1 )  東海南中 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録
1  1-509 原　悠太 ( 2 )  紀見北中 (　　) 8  326 表野　莉久 ( 3 )  東海南中 (　　)

2  1-514 保田　風馬 ( 2 )  紀見北中 (　　) 9  325 小林　正知 ( 3 )  東海南中 (　　)

3  4-511 上田　樹 ( 2 )  海南中 (　　) 10  329 水﨑　俊哉 ( 2 )  東海南中 (　　)

4  4-513 嶋田　聖輝 ( 2 )  海南中 (　　) 11  327 森下　隆成 ( 2 )  東海南中 (　　)

5  4-516 露口　大地 ( 2 )  海南中 (　　) 12  328 田中　遥都 ( 2 )  東海南中 (　　)

6  4-517 三栖　滉介 ( 2 )  海南中 (　　) 13  330 前垣内　悠 ( 2 )  東海南中 (　　)

7  324 上田　梨公 ( 3 )  東海南中 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録
1  30-1418 坂本　浩一 和歌山マスターズ (　　) 3  335 河中　一美 富田林第二中教・大阪 (　　)

2  337 鳥山　惣市 紀陽リース・キャピタル (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録
1  1-1011 藤野　茜 ( 1 )  紀見北中 (　　) 5  333 田伏　七菜 ( 1 )  東海南中 (　　)

2  1-1012 堀江　里緒 ( 1 )  紀見北中 (　　) 6  331 木原　稚菜 ( 1 )  東海南中 (　　)

3  1-1013 山本　遼 ( 1 )  紀見北中 (　　) 7  332 酒井　瑠菜 ( 1 )  東海南中 (　　)

4  4-1015 菱山　愛里 ( 1 )  海南中 (　　) 8  336 森田　佑泉 ( 1 )  富田林第二中・大阪 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録
1  4-503 釜中　樹奈 ( 2 )  東海南中 (　　)

大会記録  

9:44 渡辺　史弥 豊中第一中・大阪 2016

小学生 男子 1.6km Ａゲート
大会記録   5:31 井澗　翔太 田辺ＡＣ 2013

中学1年 男子 3km Ａゲート

壮年 男子 3km Ｃゲート
大会記録   10:01 出口　守男 白浜町 2000

10:04 下津　開生 海南中 2016

中学２、３年 男子 3km Ｂゲート
大会記録  

11：01 大澤茉衣子 亀川中 2005

中学２、３年 女子 3km
Ｃゲート大会記録   11：22 那須　千晴 長野中 2010

中学1年 女子 3km
Ｂゲート大会記録   11：01 井ノ上紗弓 桃山中 2001


