
男子第 65回・女子第 33回 四国高等学校駅伝競走大会 実施要項 

 

主    催  四国高等学校体育連盟・徳島県教育委員会・四国陸上競技協会 

        徳島新聞社・高知新聞社・愛媛新聞社・四国新聞社 

後    援  公益財団法人徳島県スポーツ協会・鳴門市教育委員会・鳴門市スポーツ協会 

主    管  徳島県高等学校体育連盟・一般財団法人徳島陸上競技協会 

 

１ 期  日  令和３年１１月２１日（日） 

        （１）開会式    １１月２０日（土）１６：００～ 

        （２）スタ－ト   １１月２１日（日） 

【男子】１１：００  【女子】１１：１５ 

２ コ ー ス   鳴門･大塚スポーツパーク 周辺長距離特設コース 

３ 競技規定    ２０２１年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ならびに全国高等学 

校駅伝競走大会実施基準による。 

４ 競技方法  (1) 学校対校とする。 

        (2) 伴走は認めない。 

        (3) 引き継ぎはタスキを用いる。 

        (4) 区間【男子】１区(10km) ２区(3km)  ３区(8.1075km) ４区(8.0875km) 

                ５区(3km)  ６区(5km)  ７区(5km) 

            【女子】１区(6km)  ２区(4.0975km)  ３区(3km) ４区(3km)  ５区(5km) 

５ 参加資格  (1)選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍す 

る生徒であること。但し、休学中、留学中の生徒を除く。 

(2)選手は、各県高等学校体育連盟に加盟している学校の生徒で、当該競技専門部に登録し、

当該競技実施要項により、四国高等学校駅伝競走大会参加の資格を得たものに限る。 

        (3)年齢は、平成１４(２００２)年４月２日以降に生まれたものとする。但し、出場は同一競 

技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

        (4)チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

        (5)統廃合の対象と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および所属する高等学校 

体育連盟会長の承認を必要とする。 

        (8)参加資格の特例 

         ア）前記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技実施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が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参 

加を認める。 

イ） 前記(3)の但し書きについては、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。 

        【大会参加資格の別途に定める規定】 

         １ 学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在籍し、各県高等学校 

体育連盟の大会に参加を認められた生徒であること。 

         ２ 以下の条件を具備すること。 



           (1) 大会参加資格を認める条件 

           ア）四国高等学校体育連盟の目的を理解し、尊重すること。 

           イ）参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校にあっては、 

年齢、修学年限ともに高等学校と一致していること。また広域通信制連携校の生徒 

による混成は認めない。 

           ウ）各学校にあっては、各県高等学校体育連盟の予選会から出場を認められ、四国大会 

への出場条件が満たされていること。 

           エ）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顧問教 

員の指導のもとに行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失し 

ていず、運営が適切であること。 

          (2) 大会参加に際し守るべき条件 

           ア）四国高等学校駅伝競走大会要項を遵守し、競技規定、大会申し合わせ事項等に従う 

とともに、大会の円滑な運営に協力すること。 

イ） 大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の発生に備 

えて傷害保険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 

           ウ）大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 

６ 引率・監督 (1) 引率責任者は、団体の場合は学校長の認める当該校の職員とする。また、校長から引率を

委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行規則第７８条の２に示された者）も可と

する。但し、当該県高体連会長に事前に届けること。 

        (2) 監督、コーチ等は、校長の認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠償責 

任保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

(3) 但し、上記(1)(2)について各県における規定が定められ、引率・監督者がこの基準より

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。 

７ 参加制限  【男子】各県４チ－ム、編成は監督１名、選手１０名までとする。 

        【女子】各県３チ－ム、編成は監督１名、選手８名までとする。 

          ※外国人留学生の参加については、２名以内とし出場については１名とする。 

８ 参加申込  (1) 申込方法 参加申込のデータおよび参加申込書、宿泊申込書等の書類での申込みとする。 

          （徳島陸協 HPよりダウンロード） 

データ申込 申込用ファイルをダウンロードし、必要事項を入力のうえ（２）あて 

のアドレスに、令和３年１１月１０日（水）正午までに送信すること。 

① 書類申込 参加申込書２部、宿泊申込書１部を作成し（押印必要）、参加申込書 

１部は各県高体連事務局へ提出する。そして、参加申込書１部と宿泊 

申込書１部とともに、参加料・プログラム代納入明細書１部を作成し、 

(2)あてに令和３年１１月１２日（金）必着で申し込むこと。 

        (2) 申込場所 （データ申込アドレス） kingmurarin@yahoo.co.jp 

                       担当者 徳島市立高等学校 村山 佳史 

（書 類 申 込 住 所） 〒770-0872 徳島市北沖洲 1丁目 15-60 

                       徳島市立高等学校 村山 佳史  TEL 088-664-0111 

        (3) 参加申し込み後の棄権、参加取り消しは直ちに開催県専門部に報告し、理由書を学校長よ 

り所属高体連会長あてに提出すること。なお、参加料の払い戻しはしない。 

※ 大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目 

的に利用することはありません。 

９ 参 加 料  １５，０００円 



10 表  彰  (1) 優勝校には優勝旗（持ち回り）および優勝杯（持ち回り）、準優勝校には準優勝杯（持ち 

回り）を授与する。 

        (2) 男女とも１・２・３位校には賞状を授与する。 

また、男女とも１位校には、出場選手に賞状とメダルを授与する。 

        (3) 男女とも各区間の 1位には賞状とメダルを授与する。 

11 宿  泊  (1) 選手、監督および大会役員の宿泊は、開催県の競技種目専門部が準備し配宿する。 

               (2) 宿泊料金  １泊２食９，０７５円（８，２５０円（税込）＋消費税）とする。 

また、弁当を申し込んだ場合は、弁当料金７００円（税込）を別途支払う。 

＊高体連料金でのシングル対応はできません。シングル対応を希望する場合

は、宿泊申込書を確認し申し込んでください。(料金などについては専門部

では対応できません。決定後直接旅行会社と確認をとってください) 

(3) 宿  舎  未定 

 (4) 宿泊申込  所定の用紙に必要事項を記入し、参加申込と同時に申込むこと。 

 (5) 申込変更  宿泊申込後に人数等の変更のある場合は、すみやかに宿舎まで                  

連絡すること。 

12 開閉会式  (1) 開会式   令和３年１１月２０日（土） １６：００～ 

会場：鳴門･大塚スポーツパーク ソイジョイ武道館 

(2) 閉会式   令和３年１１月２１日（日） 競技終了後 

会場：鳴門･大塚スポーツパーク ソイジョイ武道館 

          <開閉会式は新型コロナウイルス感染の感染状況により変更する場合がある> 

13 監督会議          令和３年１１月２１日（土） １４：３０～ 

会場：鳴門･大塚スポーツパーク アミノバリュー体育館 2F視聴覚室 

14 連絡事項  (1) アスリートビブス（下記）は各学校で作成し、ユニフォ－ムの胸背部に付けること。 

        (2) たすきは主催者で準備するが各学校で作成したたすきを使用してもよい。 

        (3) 競走中の疾病、傷害等については救急医療のみ主催者で行う。 

        (4) 参加選手は健康保険証を持参すること。 

【本駅伝では、シューズの検定は行わないものとする。】 

 

        ※アスリートビブスおよび学校番号（白布） 

 

 

 

 

 

 

【男子】 香川 １～ ４ 徳島  ５～ ８    【女子】 香川 １７～１９ 徳島 ２０～２２ 

高知 ９～１２ 愛媛 １３～１６             高知 ２３～２５  愛媛 ２６～２８ 

  ☆アスリートビブスは、各県予選会順位の上位から順次割り振って下さい。 

 

※ (1)新型コロナウィルス感染症対策については「令和 3 年度四国駅伝競走大会新型コロナウィルス感染拡大

防止対策」及び関係する省庁、自治体、競技団体が定めるガイドラインに従うものとする。 

(2)主催者は当該競技会に関わる全ての人の、新型コロナウィルス感染に対するいかなる責任も負わない。 

 

＜今大会は無観客とします。ご協力お願いします。＞ 

全体担当者：徳島県高等学校陸上競技専門部 駅伝担当 

      徳島県立鳴門高等学校 市 橋  賢 治 

１ 

１

18cm 

 

 ２ － ３  

学  校  名 

 「２」--学校番号 （男子黒字・女子赤字） 

 「３」--区間番号 （男子黒字・女子赤字） 

  ←－－－学校名 

     （男子黒字・女子赤字） 
24cm 



コース全体図 

 

 

 

 

 

 

 

鳴門 CATV 南交差点 

日本庭園東交差点 

第二競技場北東交差点 

大塚製薬南交差点 

体育館北交差点 

B コース 

1.92Km 

A コース 

2.95Km 



スタート地点／中継点（高校）

100m
中継点

女子
Start地点

男子
Start地点



折り返し点／中継点（高校）

100m

中継点
（周回コースから100m）

高校女子２区折り返し
（中継点から28.75m）

高校男子４区折り返し
（中継点から33.75m）

高校男子３区折り返し
（中継点から43.75m） 高校男子２区・５区

高校女子３区・４区
折り返し

（中継点から440m）

高校男子６区・７区
高校女子５区
折り返し

（中継点から480m）

赤線はコーン等
で道を仕切る
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高校男子コース概要 2021

周回道路Ａ（２.９５㎞） 別紙

鳴門・大塚スポーツパーク外周道路にて，南東交差点から東方面に迂回し，北東交

差点から外周道路にもどるコース

周回道路Ｂ（１.９２㎞）

鳴門・大塚スポーツパーク外周道路コース 別紙

＊基準点

鳴門・大塚スポーツパーク正面口の歩道と車道の境に設ける。

＊中継点・ゴール

基準点からシンボルタワーに向かって(東へ)１００ｍ地点とする。

高校男子１区〈１０.０㎞〉

中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）より６０ｍ第２競技場方面へ行った地点

からスタートし，鳴門・大塚スポーツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ａ（２.９５㎞）を２周，周回道路Ｂ（１.９２㎞）を２周走り，鳴門・大

塚スポーツパーク正面口から公園内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワ

ー前）で次区間に中継する。

中間点は周回道路Ａの２周目の基準点より１．８９ｋｍ地点

高校男子２区・５区〈３.０㎞〉

中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）をスタートし，鳴門・大塚スポーツパー

ク内を陸上競技場沿いに４４０ｍ先の折り返し地点を折り返して，鳴門・大塚スポ

ーツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ｂ（１.９２㎞）を１周走り，鳴門・大塚スポーツパーク正面口から公園

内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）で次区間に中継する。

中間点は周回道路Ｂの１周目の基準点より０．５２ｋｍ地点
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高校男子３区〈８.１０７５㎞〉

中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）をスタートし，鳴門・大塚スポーツパー

ク内を陸上競技場沿いに４３．７５ｍ先の折り返し地点を折り返して，鳴門・大塚

スポーツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ａ（２.９５㎞）を２周と周回道路Ｂ（１.９２㎞）を１周走り，鳴門・大

塚スポーツパーク正面口から公園内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワ

ー前）で次区間に中継する。

中間点は周回道路Ａの２周目の基準点より０．９１６ｋｍ地点

高校男子４区〈８.０８７５㎞〉

中継点（陸上競技場シンボルタワー前）をスタートし，鳴門・大塚スポーツパーク

内を陸上競技場沿いに３３．７５ｍ先の折り返し地点を折り返して，鳴門・大塚ス

ポーツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ａ（２.９５㎞）を２周と周回道路Ｂ（１.９２㎞）を１周走り，鳴門・大

塚スポーツパーク正面口から公園内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワ

ー前）で次区間に中継する。

中間点は周回道路Ａの２周目の基準点より０．９２６ｋｍ地点

高校男子６区・７区〈５.０㎞〉

中継点（陸上競技場シンボルタワー前）をスタートし，鳴門・大塚スポーツパーク

内を陸上競技場沿いに４８０ｍ先の折り返し地点を折り返して，鳴門・大塚スポー

ツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ｂ（１.９２㎞）を２周走り，鳴門・大塚スポーツパーク正面口から公園

内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）で６区は次区間に中継，７

区はゴールする。

中間点は周回道路Ｂの１周目の基準点より１．４４ｋｍ地点
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高校女子コース概要 2021

周回道路Ａ（２.９５㎞） 別紙

鳴門・大塚スポーツパーク外周道路にて，南東交差点から東方面に迂回し，北東交

差点から外周道路にもどるコース

周回道路Ｂ（１.９２㎞）

鳴門・大塚スポーツパーク外周道路コース 別紙

＊基準点

鳴門・大塚スポーツパーク正面口の歩道と車道の境に設ける。

＊中継点・ゴール

基準点からシンボルタワーに向かって(東へ)１００ｍ地点とする。

高校女子１区〈６.０㎞〉

中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）より４０ m第２競技場方面へ行った地点

からスタートし，鳴門・大塚スポーツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ｂ（１.９２㎞）を３周走り，鳴門・大塚スポーツパーク正面口から公園

内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）で次区間に中継する。

中間点は周回道路Ｂの２周目の基準点より０．９４ｋｍ地点

高校女子２区〈４.０９７５㎞〉

中継点（陸上競技場シンボルタワー前）をスタートし，シンボルタワーに向かって

走り，２８．７５ｍ地点を折り返し，運動競技場正面口より周回道路に入る。

周回道路Ｂ（１.９２㎞）を２周走り，鳴門・大塚スポーツパーク正面口から公園

内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）で次区間に中継する。

中間点は周回道路Ｂの１周目の基準点より１．８９１ｋｍ地点

高校女子３区・４区〈３.０㎞〉

中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）をスタートし，鳴門・大塚スポーツパー

ク内を陸上競技場沿いに４４０ｍ先の折り返し地点を折り返して，鳴門・大塚スポ

ーツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ｂ（１.９２㎞）を１周走り，鳴門・大塚スポーツパーク正面口から公園

内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）で次区間に中継する。

中間点は周回道路Ｂの１周目の基準点より０．５２ｋｍ地点
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高校女子５区〈５.０㎞〉

中継点（陸上競技場シンボルタワー前）をスタートし，鳴門・大塚スポーツパーク

内を陸上競技場沿いに４８０ｍ先の折り返し地点を折り返して，鳴門・大塚スポー

ツパーク正面口より周回道路に入る。

周回道路Ｂ（１.９２㎞）を２周走り，鳴門・大塚スポーツパーク正面口から公園

内にもどり，中継点（陸上競技場前シンボルタワー前）でゴールする。

中間点は周回道路Ｂの１周目の基準点より１．４４ｋｍ地点



競技注意事項 

 

１ 本大会は，２０２１年日本陸上競技連盟規則、同駅伝競走基準、全国高等学校駅伝競 

 走大会競技規定及び本大会申し合せ事項により実施する。 

 

２ 出発時間と各コールの時間について 

    ① 出発時刻：  男子  １１：００     女子  １１：１５    

    ② 各関門でのコール時刻（予定）       

      ＜高校男子＞ 

 

 

 

 

 

 

 第１区（１０km）     10:40‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第２区（３km）    11:10‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第３区（8.1075km） 11:20‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第４区（8.0875km） 11:45‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第５区（３km）   12:10‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第６区（５km）   12:20‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第７区（５km）   12:35‥‥シンボルタワー中継所付近 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＜一般男子＞ 

 

 

 

 

 第１区（１０km）     10:40‥‥シンボルタワー中継所付近  

 第２区（11.1075km）11:10‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第３区（8.0875km） 11:45‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第４区（８km）   12:10‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第５区（５km）   12:35‥‥シンボルタワー中継所付近 

    

 

 

 

 

 

 

＜高校女子・一般女子＞ 

 

 

 

 

 第１区（６km）  10:55‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第２区（4.0975km）11:15‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第３区（３km）  11:25‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第４区（３km）  11:35‥‥シンボルタワー中継所付近 

 第５区（５km）  11:45‥‥シンボルタワー中継所付近 

 

    ③ 中継所付近では，次走者とその次の走者まで入場を認めるが，選手は競技に支障

のないように留意すること。 

    それ以降の走者については，順次入場となるので注意すること。 

    ④  コールは，選手ならびにアスリートビブス等について確認する。 

 

３ アスリートビブスについて 

   胸と背に２箇所にはっきりと見えるように付けなければならない。 

   

４  オーダー提出及び選手の変更について 

①  各チームのオーダー表は，監督会議前に提出すること。また，オーダー発表は

開会式終了後に行う。 

②  選手の当日の交代（オーダー提出後の補欠選手との交代）は，所定の用紙に記



入し 8：00～8：30の間に，ポカリスエットスタジアムメインスタンド１Ｆ第２会

議室まで監督が提出すること。変更無き場合もオーダー変更届を必ず提出するこ

と。 

５ 引き継ぎにていて 

①  各チームが用意したたすきを用いてよい。なお，一般チームと準備していない

高校には主催者が用意したたすきを使用する。（レース後に必ず返却すること。） 

②  たすきは，必ず肩から脇の下に掛けること。また，たすきの受け渡しは，中継

線から進行方向の２０ｍの間で行う。（たすきは監督会議時に配布する。） 

 

６ 繰り上げ出発と競走中止について 

①   本走路が，周回道路であるため繰り上げ出発は行わない予定である。但し、競

技に支障があると審判長が認めた場合は，この限りではない。 

②   競技中に不慮の事故により競技を中止した場合は，次の走区から次走者を最終 

順位の走者から１分後に出発させる。なお,該当チームはオープン参加として取り

扱う。ただし,区間順位は認める。 

 

７ 走路とその走り方について 

①   本走路は，鳴門・大塚スポーツパーク内ならびに鳴門・大塚スポーツパーク外

の周回走路となっている。出場選手は鳴門・大塚スポーツパークから外周走路へ

の出口・外周走路から鳴門・大塚スポーツパークへの入口をよく確認しておくこ

と。 

②   外周走路は，車道の最も左端に沿って走ること。なお，自動車の走行に注意し

て走ること。また，中央線から右側に出て走ってはならない。 

       （歩道は走路ではないので，規定の場所以外は上がらないこと） 

    ③ 運動公園内のタイル走路は，滑りやすいので注意すること。 

 

８ 更衣とウオーミングアップについて 

①   更衣については，第 2 陸上競技場更衣室等にて行うこと。なお，貴重品や荷物

については，各自で責任を持って管理し盗難等に十分注意すること。 

②   ウオーミングアップは，第二競技場，雨天走路，鳴門・大塚スポーツパーク内，

外周走路等で行っても良いが，競技開始３０分前（１０：３０）からは，第二競

技場か鳴門・大塚スポーツパーク内の走路とならない場所でウオーミングアップ

をすること。 

③   コールを受けてから出発・たすきリレーまでの間は，中継所付近で係員の指示

に従って，競技に支障のない程度にウオーミングアップを行っても良い。 

        （助力や伴走等に類する行為は，絶対に行わないこと。） 

 

９ 応援と幟・旗等について(本大会は無観客大会のため禁止とします) 

 

10 その他 

①  「健康チェックシート参加校提出用紙」は，大会当日，ポカリスエットスタジア

ムメインスタンド１Ｆ第２会議室に提出すること。 

② 「【大会前／個人管理用】・【大会後／個人管理用】新型コロナウイルス感染症

についての体調管理チェックシート」は各自で記入，保管してください。感染等が

あった場合には提出してもらうことがあります。 


