
第１８回

滋賀県高等学校新人駅伝競走大会
大会コード ２０ ２５ １００６

日時 ２０２０年 １月２６日（日）

男子 １１時００分スタート

女子 １１時０５分スタート

場所 希望が丘文化公園陸上競技場

～ 中央道折返しコース

主催 一般財団法人滋賀陸上競技協会

主管 滋賀県高体連陸上競技専門部･滋賀陸上競技協会



専 門 部 長 中村　光児 (玉川)   

総 務 小寺　善正    (玉川)   

総 務 員 八木　佐知男 (彦根翔西館)   

技 術 総 務 澤　知寿                              (長浜北)   

審 判 長 (男女) 小澤　信一   (草津東)   

監 察 員 （男） 梅津　正文 (米原) （女） 林　正晴 (大津商)

ス タ ー タ ー (男女) 中村　光児 (玉川) (3km) 小寺　善正    (玉川)

気 象 観 察 員 (兼) 澤　知寿                              (長浜北)   

ア ナ ウ ン サ ー ◎ 前田　祐子 (立命館守山) 宇治橋　智美 (甲西)

記 録 員 ◎ 亀田　徹 (八幡工) 松岡　遼 (玉川) 小林　賢 (玉川)

保正　有芳 (大津) 岡　　美成 (湖南農) 谷村　雅章 (長浜北)

  

医 務 員 松井　美穂 (草津東)   

競 技 者 係 ◎ 藤田　武志   (水口東) 小島　伸彦 (東大津) 中原　千佳 (守山)

役 員 係 三村  誠一   (大津商)   

表 彰 係 ◎ 池田　芳恵 (長浜北) 大橋　美穂 (八幡工)   

庶 務 係 稲田　侑子 (玉川)   

用 器 具 係 ◎ 長谷川真一郎 (水口東) 橘　翔一郎 (滋賀学園) 村上　拓 (彦根翔西館)

奥村　拓弥 (八日市) 大江　康之 (甲西)   

  

補 助 員 係 久田　淳也 (大津)   

S ・ G 地 点 ◎ 吉居　克広 (比叡山)

（ ３ ｋ ｍ レ ー ス ） 男 藤居　久智　　 (東大津) 大河　亨 (滋賀学園) 畑中　樹奈 (立命館守山)

吉澤　純一 (水口) 辻本　唯晃 (彦根工)   

女 西阪　総一郎 (彦根翔西館) 稲田　和也　 (八幡) 小林　昌彦 (滋賀短大附)

米田　香澄 (米原) 石原　幸 (河瀬)   

女 子

２ K 折 返 地 点

◎ 前田　光治 (愛知) 松里　悟史 (守山) 横田　勉 (米原)

３ K 折 返 地 点

◎ 小川　侑也 (草津東) 大野　良太 (瀬田工) 藤井　美紀 (滋賀短大附)

男 子

３ K 折 返 地 点 ◎ 小澤　尚志 (湖南農) 三科　由衣 (石部) 中川　孝治 (彦根東)

４ K 折 返 地 点 ◎ 東　大輔 (石部) 米澤　宏明 (石山) 石井　哲茂 (河瀬)

５ K 折 返 地 点

◎ 広瀬　正和 (伊吹) 沢井　亮太 (滋賀短大附) 川村　麻友 (光泉)

途 中 審 判 ◎ 上田　勝也 (大津商) 久保　進 (八幡) 西村　智 (瀬田工)

伊吹　幸洋 (滋賀学園) 橋谷　真広 (水口) 長田　徳行 (比叡山)

上田　吉敬 (彦根工) 村松　佳樹 (石山) 坂本　稚晴 (石山)

朝永　奈津美 (伊吹) 西川　聡 (伊吹) 内田　恵治 (長浜北星（定）)

競 技 役 員 ６７名

補 助 員 ２２名

補助員２名

補助員２名

補助員２名

（兼女子３Ｋ補助員）

補助員２名

滋賀県高等学校新人駅伝競走大会　第18回
競技役員一覧　2020/1/26

（兼男子１区）

（兼女子１区）

（兼３ｋｍロードレース）

補助員２名

補助員２名

補助員８名

補助員２名



2 名 東 大 津 彦 根 東

0 名

2 名 水 口 東 玉 川

2 名 大 津 瀬 田 工 業

2 名 長 浜 北 守 山

2 名 草 津 東 比 叡 山

2 名 石 山 八 幡

2 名 伊 吹 滋 賀 学 園

0 名

8 名 八 幡 工 業 彦 根 工 業 水　　　　　口
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校

滋賀県高等学校新人駅伝競走大会　第１８回

途　中　審　判

用　器　具　係

22

男子３K折返地点

男子４K折返地点

男子５K折返地点

補助員配置場所 2020/1/26

（兼３Km記録会折返）

記録（兼表彰係）
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庶　　　務
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式 典

2020/01/26

開 始 式 １０時００分

開 式 通 告

挨 拶 部 長

審 判 長 注 意 審 判 長

閉 式 通 告

閉 会 式 １３時００分

（選 手 整 列）

開 式 通 告

成 績 発 表

表 彰

閉 式 通 告

競 技 注 意 事 項

１．試合当日８：３０までに参加料「２、０００円」を添えて、受付（室内練習場）に正式

オーダーを提出しチーム受付とする。また、その時「たすき」の確認をおこなう。

２．監督会議を９：００から室内練習場で行うので、各チーム監督は必ず出席すること。

３．左側走行を厳守し、たすきは肩に掛けて走ること。 （中継点３００ｍ前後は除く）

４．助力を受けた選手は失格とする。また、いかなる伴走も禁止する。特に、自転車に

よる伴走、併走を禁止する。

５．男女とも、アンカーは「赤字ゼッケン（数字）」とする。（県駅伝ナンバーカード可）

６．各チーム使用した場所の清掃を、責任を持って行うこと。

７．各校監督は、自チームの生徒は勿論ＯＢや保護者等の応援方法にも責任を持つ

こと。

８．男女の１区は、スタート後グラウンドを２周して競技場外に出る。



第１８回

滋賀県高等学校新人駅伝競走大会

当 日 の 日 程

７：００ 開門（駐車場および陸上競技場）

８：００ 受付（①競技役員 ②チーム受付およびオーダー提出）

８：３０ 役員打ち合わせ補助員受付

９：００ 監督会議（スタート位置確認・スタートリスト配布）

１０：００ 開始式 （１．挨拶 ２．優勝杯返還 ３．審判長注意）

１０：３０ ３ｋｍ記録会 スタート■

１１：００ 男子の部 スタート■

１１：０５ 女子の部 スタート■

１３：００ 閉会式

（１．開式通告 ２．成績発表 ３．表彰 ４．挨拶 ５．閉式通告）

競 技 注 意 事 項

１ チーム受付は当日８時から８時３０分まで行う

その際、オーダー用紙の提出とタスキの確認をおこなう

２ コースの左側を通行すること（特に右折時）

３ タスキは肩に掛けて走る（中継点３００ｍ前後は除く）

４ いかなる伴走も禁止する

５ 助力を受けた選手は失格とする

６ 男女ともアンカーは赤字のナンバーカードを使用のこと

（県駅伝ナンバーカードの使用可）

その他の注意事項

◎各校の監督は、自チームの生徒・ＯＢ及び保護者などの応援

方法にも責任を持つこと

◎選手の付き添い者などはコース内に立ちいらないこと

◎各チームで使用した場所の清掃を行うこと



新人駅伝大会コール時間■

男 子■

中継予定時刻 最終コール時間■

１ 区 １１：００（スタート） １０：４５（開始） １０：５０（完了）

２ 区 １１：１８ １１：０５（開始） １１：１０（完了）

３ 区 １１：３０ １１：１５（開始） １１：２０（完了）

４ 区 １１：３９ １１：２５（開始） １１：３０（完了）

５ 区 １１：４８ １１：３５（開始） １１：４０（完了）

女 子■

中継予定時刻 最終コール時間■

１ 区 １１：０５（スタート） １０：５０（開始） １０：５５（完了）

２ 区 １１：１８ １１：００（開始） １１：０５（完了）

３ 区 １１：２５ １１：１０（開始） １１：１５（完了）

４ 区 １１：３２ １１：２０（開始） １１：２５（完了）

３Ｋｍタイムレース■

●１０：３０（スタート） １０：１５（開始） １０：２０（完了）

※コール場所はスタート地点（バックストレート中央付近）
２区以降は中継点付近で行う
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 女子駅伝

〈〈 決勝 〉〉

1組

No. 所属 順位 記録
オオツコウ

1 大津高
[0] シノハラ　サチ [0] タニグチ　コトネ [0] カトウ　アユ

40 篠原 幸(2)  41 谷口 琴音(2)  413 加藤 愛結(1) 
[0] コトウゲ　アスカ [0] イズミ　トア [0] ショウノ　フウカ

414 小峠 明日香(1)  43 和泉 和杏(2)  530 庄野 風佳(1) 
クサツヒガシコウ

9 草津東高
[0] ヤマモト　リサ [0] ミナミ　アキ [0] タゴ　ハルナ

355 山本 莉瑳(1)  58 南 明希(2)  59 多胡 晴奈(2) 
[0] スギエ　ヒカル

[0] ヤブウチ　アユミ

356 藪内 あゆみ(1)
[0] クサノ　ユウカ

62 杉江 ひかる(2)  66 草野 祐香(2)   
ヒエイザンコウ

26 比叡山高
[0] ナカムラ　ケイカ [0] ヒヅメ　カノカ [0] イシダ　ハルカ

140 中村 惠香(2)  142 日爪 花乃香(2)  318 石田 遥花(1) 
[0] サヤマ　ハヤ [0] ハナダ　マイ [0] ナカムラ　チハル

319 佐山 早矢(1)  322 花田 麻衣(1)  323 中村 千春(1) 
ハチマンコウ

27 八幡高
[0] ニシデ　ミユウ [0] ササキ　メイ [0] ツジノ　ミサキ

302 西出 実由(2)  304 佐々木 萌生(2)  305 辻野 美咲(2) 
[0] ソノ　フウカ [0] キタムラ　ナオミ [0] カナハシ　イサキ

490 園 風花(1)  491 北村 直美(1)  492 金橋 依咲(1) 
イシヤマコウ

28 石山高
[0] ニシヤマ　アイカ [0] ナカヤマ　シブキ [0] カワムラ　ヒカル

249 西山 愛華(2)  253 中山 紫蕗(2)  467 川村 ひかる(1) 
[0] ニシダ　チヅル [0] ナカオ　イチカ [0] カタオカ　クルミ

468 西田 千鶴(1)  469 中尾 一華(1)  533 片岡 來美(1) 
モリヤマコウ

29 守山高
[0] モチヅキ　アヤミ [0] フルクボ　ミサキ [0] ニシダ　ミユ

209 望月 彩未(2)  212 古久保 美咲(2)  340 西田 深結(1) 
[0] シラハセ　ユキネ [0] キノシタ　ヒナタ [0] アオタニ　サキ

341 白波瀬 優音(1)  430 木下 ひなた(1)  431 青谷 紗希(1) 
ミナクチヒガシコウ

36 水口東高
[0] タニグチ　チハル [0] エンジョウ　シオリ [0] イワミ　ユリ

219 谷口 千晴(2)  221 遠城 史織(2)  497 岩見 優里(1) 
[0] コザワ　アサ [0] フクヤマ　アキ [0] ヤマダ　アカネ

500 小澤 采紗(1)  501 福山 明希(1)  503 山田 明音(1) 
イブキコウ

47 伊吹高
[0] ゼンナ　ユメ [0] ナカガワ　アヤ [0] シミズ　マイ

239 善那 夢(2)  241 中川 采(2)  242 清水 麻衣(2) 
[0] ミヤムラ　ハルナ [0] タガ　ミホ [0] カナザワ　ミク

344 宮村 春那(1)  345 多賀 実穂(1)  346 金沢 美玖(1) 
シガタンダイフ

48 滋賀短大附高
[0] ヤマナカ　モエ [0] コカイ　タマミ [0] マキ　ユメカ

156 山中 萌愛(2)  157 小海 珠実(2)  159 牧 優愛香(2) 
[0] コモリ　アスカ [0] ハセ　キヨカ [0] ヤマカワ　ユメ

164 小森 明日花(2)  165 長谷 雪花(2)  512 山川 由愛(1) 
リツメイカンモリヤマコウ

49 立命館守山高
[0] ウエハラ　サクラコ [0] ナカガワ　フミノ [0] タカギ　ホノミ

264 上原 櫻子(2)  266 中川 文乃(2)  267 髙木 穂実(2) 
[0] ニシザワ　ヒイラギ [0] スズキ　カナ [0] ヤマモト　コトネ

269 西澤 柊(2)  270 鈴木 花奈(2)  520 山本 琴音(1) 
ヒコネショウセイカンコウ

50 彦根翔西館高
[0] ノゲ　サクラ [0] タナイケ　カナホ [0] カワセ　ヒカル

372 野下 咲来(1)  86 棚池 叶歩(2)  89 川瀬 ひかる(2) 
[0] オクダ　リコ [0] キタガワ　タカラ [0] ミワ　アイリ

97 億田 莉子(2)  98 北川 たから(2)  99 三和 愛梨(2) 



 女子駅伝

〈〈 決勝 〉〉

No. 所属 順位 記録
シガガクエンコウ

52 滋賀学園高A
[0] フジタ　ヒナ [0] キタガワ　リナ [0] セリ　ナツメ

125 藤田 日菜(2)  126 北川 莉那(2)  311 善利 なつめ(1) 
[0] イノウエ　ココロ [0] マツイ　モエカ

312 井上 心(1)  315 松井 萌花(1) 

2組

No. 所属 順位 記録
コンセイエー

91 混成A
[0] オノ　カオルコ [0] サイジョウ　ヒナ [0] ツリモト　セリカ

110 小野 薫子(2)  113 西條 日菜(2)  188 釣本 芹佳(2) 
[0] ナカタニ　マユ [0] マツダ　ミハル [0] ニワ　エリカ

390 中谷 茉由(1)  391 松田 みはる(1)  460 丹羽 恵利花(1) 
コンセイビー

92 混成B
[0] ゴンドウ　サラ [0] ヤマモト　サラ

120 権藤 沙羅(2)  13 山元 星空(2) 
[0] アリムラ　マトイ [0] キタガワ　リナ

17 有村 麻友衣(2)  362 北川 莉菜(1) 
シガガクエンコウ

152 滋賀学園高B
[0] ヨシダ　ユウカ [0] オクイ　チヒロ

127 吉田 優花(2)  313 奥居 千尋(1) 
[0] ナカベ　ハルカ [0] ナカイ　ミズキ

316 中部 遥(1)  317 中井 夢希(1) 



 男子駅伝

〈〈 決勝 〉〉

1組

No. 所属 順位 記録
セタコウギョウコウ

4 瀬田工高
[0] ツダ　キョウスケ [0] オオカワラ　リョウ [0] タグチ　ハヤト [0] フルタ　トモミ

628 津田 恭輔(2)  629 大川原 亮(2)  634 田口 勇斗(2)  853 古田 智海(1) 
[0] ハヤシ　コウシロウ [0] スナガワ　ショウタ [0] コカワ　キョウタ

854 林 幸志郎(1)  855 砂川 翔太(1)  858 粉川 響太(1) 
ミナクチコウ

7 水口高
[0] キタガワ　ユウマ [0] カタヤ　テッタ [0] ハタナカ　ゴウタ [0] マツダ　ハルキ

1045 北河 佑真(1)  1046 片矢 鉄大(1)  1047 畑中 剛汰(1)  1057 松田 大希(1) 
[0] ヨシダ　トウマ [0] シマバヤシ　リョウマ  [0] ニシムラ　リュウト

401 吉田 透真(2)  402 島林 亮馬(2)  408 西村 龍人(2) 
クサツヒガシコウエイ

9 草津東高A
[0] ヤマナカ　ヒロキ [0] タルミ　ユウスケ [0] カトウ　ユウキ

103 山中 博生(2)  104 樽見 遊佑(2)  105 加藤 優希(2) 
[0] ヒグチ　ワタル [0] トミタ　ユウセイ [0] マツモト　ユウダイ

112 樋口 航(2)  779 冨田 悠晟(1)  784 松本 雄大(1) 
ハチマンコウコウ

12 八幡工高
[0] オオザワ　タカセ [0] モリ　ユウタ [0] フジイ　ショウタロウ [0] コエヅカ　ヒロト

881 大澤 隆世(1)  884 森 優太(1)  885 藤井 翔太朗(1)  886 肥塚 大空(1) 
[0] カツラガワ　ココロ [0] ムラタ　タツヤ [0] ハマカワ　ショウタ

887 桂川 心(1)  890 村田 達哉(1)  892 濱川 翔太(1) 
ヒコネコウコウ

15 彦根工高
[0] ニシカワ　ヨウ [0] フジムラ　レイ [0] マツオカ　ネオ [0] ムラチ　カント

265 西川 耀(2)  269 藤村 怜(2)  271 松岡 音緒(2)  274 村地 敢斗(2) 
[0] イワサ　トシヒロ [0] ウジハラ　フウガ [0] キタガワ　コウキ

835 岩佐 俊寛(1)  836 宇治原 風雅(1)  839 北川 倖基(1) 
ヒコネヒガシコウ

16 彦根東高
[0] ワタダニ　メイタロウ [0] タグチ　コウ [0] オガタ　トモユキ [0] ハナモト　カエデ

1027 綿谷 明太郎(1)  1028 田口 滉(1)  1030 緒方 智行(1)  1033 花本 楓(1) 
[0] タケダ　ヤマト [0] ノノムラ　トシアキ [0] スド　リキ [0] オクムラ　キュウ

1035 武田 大和(1)  381 野々村 駿彰(2)  387 須戸 力(2)  390 奥村 究(2) 
ナガハマキタコウ

21 長浜北高
[0] ハラダ　ユウヤ [0] ユモト　マキト [0] ナカガワ　セイヤ [0] スズキ　ケイト

74 原田 侑也(2)  75 湯本 真樹斗(2)  81 中川 清矢(2)  83 鈴木 彗斗(2) 
[0] ホリイ　カズマ [0] フジモト　コウヤ [0] ワク　シュンスケ

85 堀居 和真(2)  86 藤本 恒也(2)  87 和久 駿輔(2) 
ヒエイザンコウ

26 比叡山高
[0] ナカニシ　リンタロウ [0] エサカ　トモキ [0] ヒラタ　ソウマ [0] ヨコイ　ナオキ

245 中西 倫太郎(2)  248 江阪 智樹(2)  249 平田 壮馬(2)  251 横井 尚輝(2) 
[0] コオリヤマ　ヨウ [0] ナガセ　ダイキ [0] ヤブ　リクト

252 郡山 耀(2)  723 長瀬 大起(1)  725 藪 陸斗(1) 
ハチマンコウ

27 八幡高
[0] スズイ　カナト [0] シイ　タクミ [0] ナス　カケル [0] オクムラ　リョウスケ

1078 鈴井 奏音(1)  1079 志井 匠生(1)  1081 那須 翔(1)  1084 奥村 亮介(1) 
[0] タナカ　ショウヤ [0] ウメハラ　イッサ [0] マツイ　リョウヤ

1085 田中 翔也(1)  1086 梅原 一颯(1)  693 松井 亮哉(2) 
イシヤマコウ

28 石山高
[0] オクイ　ケイヤ [0] ハヤシ　リュウノスケ [0] フジイ　トウジュ [0] キシダ　タツキ

1060 奥居 恵矢(1)  1061 林 竜之介(1)  1063 藤井 柊樹(1)  1064 岸田 達希(1) 
[0] オクダ　サトキ [0] ナカガワ　タイチ [0] ヤマダ　イオリ

1068 奥田 悟生(1)  1171 中川 太智(1)  537 山田 伊織(2) 
モリヤマコウ

29 守山高
[0] コイ　リョウマ [0] デノ　シュウヘイ [0] ナカムラ　リョウ [0] ヤマモト　シュンタロウ

446 小井 稜真(2)  447 出野 修平(2)  450 中村 亮(2)  752 山本 隼太郎(1) 
[0] サカイ　リョウ [0] タナカ　ダイチ [0] ミナト　セイヤ

755 酒井 諒(1)  756 田中 大地(1)  989 湊 誠矢(1) 



 男子駅伝

〈〈 決勝 〉〉

No. 所属 順位 記録
マイバラコウ

31 米原高
[0] ヒラオ　ゲン [0] カワケ　ショウタ [0] スギヤマ　リョウスケ  [0] タナカ　ケンスケ

426 平尾 元(2)  428 川分 翔太(2)  433 杉山 涼介(2)  437 田中 健輔(2) 
[0] カスブチ　ナオ [0] タンジ　コウタロウ [0] ヤマダ　ショウヤ

845 粕渕 直生(1)  847 丹治 光太郎(1)  851 山田 将椰(1) 
ミナクチヒガシコウ

36 水口東高
[0] マエゾノ　ユウマ [0] マツオカ　ソウマ [0] ハシモト　ナオト [0] コギソ　ケイタ

468 前薗 優真(2)  471 松岡 蒼馬(2)  474 橋本 直都(2)  476 小木曽 圭太(2) 
[0] ナカムラ　ミツタカ [0] ナカノ　ハルト [0] ムラタ　リュウビ

477 中村 光尊(2)  482 中野 遥斗(2)  484 村田 琉陽(2) 
ヒガシオオツコウ

37 東大津高
[0] マツイ　リョウヘイ [0] タケジマ　ツバサ [0] ホンジョウ　リュウイチ [0] イセ　カズマ

195 松井 涼平(2)  198 竹島 翼(2)  199 本城 龍一(2)  200 伊勢 千真(2) 
[0] オキノ　ハルヤ [0] カメヤマ　タケナリ [0] サカネ　カズト

204 沖野 晴哉(2)  958 亀山 嵩生(1)  961 坂根 一翔(1) 
タマガワコウ

43 玉川高
[0] ナカハラ　イッサ [0] タケウチ　サヤキ [0] イノウエ　ヨウスケ  [0] イワキ　シンノスケ

1178 中原 一茶(1)  63 武内 快生(2)  51 井上 陽介(2)  56 岩城 槙乃介(2) 
[0] タナカ　リクト [0] ナカジマ　シュウタ [0] オオハシ　カナト

62 田中 陸登(2)  902 中島 秀太(1)  903 大橋 奏人(1) 
カワセコウ

46 河瀬高
[0] キノ　ハヅキ [0] シミズ　タイガ [0] クボ　イツキ [0] タナカ　レイ

814 木野 羽月(1)  818 清水 大雅(1)  820 久保 樹(1)  823 田中 伶(1) 
[0] マルイチ　カイト [0] フシキ　ショウ [0] ウオズミ　ユウシン

828 丸一 魁飛(1)  879 伏木 聖(1)  880 魚住 友慎(1) 
リツメイカンモリヤマコウ

49 立命館守山高
[0] ナガサワ　ユウタ [0] サクラモト　ケンタ [0] チャキ　リョウスケ [0] サカイ　ユウスケ

1115 長澤 悠太(1)  1116 桜本 健太(1)  1117 茶木 涼介(1)  571 坂井 勇亮(2) 
[0] セト　ツバサ [0] オオタニ　ショウセイ  [0] ヒライ　トモキ

572 瀬戸 翼(2)  573 大谷 翔生(2)  574 平井 智貴(2) 
ヒコネショウセイカンコウエー

50 彦根翔西館高A
[0] キタオ　ヒビキ [0] ムラタ　ヒデトシ [0] クサカワ　キリ

168 北尾 響(2)  175 村田 秀寿(2)  177 草川 桐吏(2) 
[0] ハシモト　ショウオ [0] ナカムラ　シンバ [0] モリハラ　ケイタ

864 橋本 勝央(1)  870 中村 新葉(1)  871 森原 啓太(1) 
シガガクエンコウ

52 滋賀学園高A
[0] コジマ　カイト [0] イシヅカ　レオ [0] ナカミゾ　ナオト [0] スギモト　カズキ

222 小嶋 郁依斗(2)  223 石塚 蓮和(2)  224 中溝 凪音(2)  225 杉本 和己(2) 
[0] ニシカワ　ユウタ [0] ナカイ　アユム [0] カジタニ　ユウト

226 西川 優太(2)  227 中井 歩夢(2)  230 梶谷 優斗(2) 



 男子駅伝

〈〈 決勝 〉〉

2組

No. 所属 順位 記録
コンセイエー

91 混成A
[0] セオ　コウタロウ [0] カワノ　リツキ [0] ムラカワ　リキ

327 妹尾 康太郎(2)  344 川野 李月(2)  750 村川 吏希(1) 
[0] バン　リョウスケ [0] タシロ　ユウマ [0] アクタガワ　マナト

775 伴 遼典(1)  776 田代 裕真(1)  998 芥川 真都(1) 
コンセイシー

92 混成C
[0] ヌノタニ　ラク [0] イノウエ　カケル [0] ウチボリ　ナオト

1019 布谷 楽(1)  1073 井上 翔流(1)  767 内堀 尚斗(1) 
[0] マツシタ　ユウト [0] タドコロ　シュンヤ

774 松下 雄飛(1)  813 田所 駿也(1) 
コンセイビー

93 混成B
[0] フルタニ　アオイ [0] ヒロセ　カイト [0] ハタナカ　コウノスケ

1071 古谷 碧惟(1)  1098 廣瀬 海人(1)  339 畑中 康之介(2) 
[0] モリシタ　カナタ [0] ムラカワ　リツ

343 森下 叶太(2)  751 村川 吏亜(1) 
クサツヒガシコウビイ

109 草津東高Ｂ
[0] トモヤス　ケンタロウ [0] マエダ　ユウマ [0] イマムラ　コウタロウ [0] サカイ　ヒロユキ

113 友保 健太郎(2)  116 前田 優真(2)  610 今村 晃太朗(2)  780 酒井 広幸(1) 
[0] エンク　トモヤ [0] オガワ　ケイ [0] オカミ　ユウロ

785 圓句 知也(1)  786 小川 慶(1)  923 岡見 悠路(1) 
ヒコネショウセイカンコウビー

150 彦根翔西館高B
[0] タカギ　エイシュン [0] オモト　ヒナタ [0] シミズ　マヒロ

172 高木 依駿(2)  179 尾本 陽(2)  869 清水 麻弘(1) 
[0] ヤマモト　タクミ [0] ヒラオ　カンジロウ [0] シミズ　スグル

872 山本 拓海(1)  873 平尾 栞史郎(1)  878 清水 傑(1) 
シガガクエンコウ

152 滋賀学園高B
[0] キシダ　コウダイ [0] オオイ　ミズキ [0] ナカノ　ユウタ [0] タカギ　ユウヤ

231 岸田 昂大(2)  714 大井 瑞稀(1)  716 中野 裕太(1)  717 髙木 佑也(1) 
[0] ツジ　ソウタ [0] オガワ　ジュンキ [0] イリエ　ソラ

718 辻 蒼汰(1)  719 小川 純輝(1)  720 入江 聖空(1) 



過去の戦績 滋賀県高校新人駅伝競走大会

第１回　 男子の部
気象状況　天候：晴　気温：6.5℃　風向：北西　風速：1.0m　湿度：65％（12時00分現在）

1  1:05'59" 比叡山 26
2  1:07'24" 伊吹 47

3  1:08'32" 彦根東 16

気象状況　天候：晴　気温：6.0℃　風向：-　風速：-　湿度：70％（11時00分現在）

1  40'03" 水口東 36
2  41'33" 東大津 37
3  42'44" 米原 31

第２回　 男子の部
気象状況　天候：晴　気温：8.0℃　風向：北西　風速：2.6m　湿度：46％（12時30分現在）

1  1:07'05" 滋賀学園 52
2  1:09'52" 彦根東 16
3  1:11'19" 草津東 9

(競技場改修の為、男女とも中央道にて実施）
　　女子の部

気象状況　天候：晴　気温：6.0℃　風向：西北西　風速：1.6m　湿度：５５％（11時00分現在）

1  40'51" 滋賀学園 52

2  40'56" 水口東 36

3  41'39" 草津東 9

第３回　 男子の部
気象状況　天候：晴　気温：7.8℃　風向：西南西　風速：3.2m　湿度：56％（12時30分現在）

1  1:05'48" 比叡山 26
2  1:06'18" 草津東 9
3  1:10'13" 水口東 36

　　女子の部
気象状況　天候：晴　気温：7.0℃　風向：西北西　風速：0.2m　湿度：65％（11時00分現在）

1  38'28" 草津東 9

2  43'29" 東大津 37

3  43'45" 大津商 2

第４回　 男子の部
気象状況　天候：晴　気温：9.8℃　風向：北　風速：2.0m/S　湿度：55％（12時30分現在）

1  1:06'18" 草津東 9
2  1:07'07" 比叡山 26
3  1:11'05" 水口東 36

　　女子の部
気象状況　天候：晴　気温：6.2℃　風向：南東　風速：1.2m/S　湿度：64％（11時00分現在）

1  38'59" 草津東 9

2  41'39" 八幡商Ａ 13

3  42'03" 東大津 37

第５回　 男子の部
気象状況　天候：晴　　気温：9.9℃　風向：南南西　　風速：1.1ｍ/S　　湿度：50%（12時30分現在） 

1 1:05:47 草津東 9 
2 1:06:17 比叡山Ａ 26
3 1:08:04 滋賀学園 52

　　女子の部
気象状況　天候：晴　　気温：9.0℃　風向：北西　　風速：1.1ｍ/S　　湿度：60%（11時00分現在） 

1  38:54 八幡商Ａ 13
2  39:13 草津東 9 
3  40:33 滋賀学園 52伊藤　愛 小森　由実子 伊藤　慈 杉江　佳愛

清水　優花 川瀬　麻衣 福田　菜月 堀井　直子
川村　麻子 小澤　未久 馬場　由子 宮城　はるか

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

芝原　惇也
池野　隼 三浦　拓也 永田　祐樹 横津　琢磨 松尾　波矢斗

川井　大介 芝田　遼 西澤　誠二 加福　武宏

５km
平井　章宏 木田　歩 西澤　俊晃 橋本　一樹 松尾　直樹

ナンバー

６km ４km ３km

２００７年　１月２８日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

３km

長野　真子 福本　彩 赤尾　麻衣 前川　春華
森　妃里 大西　優 布施　知里 馬場　由子

清水　優花 若井　希実 長谷川　麻衣 岩坪　友佳里

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

金子　太郎
冨田　陽介 図司　貴之 谷口　俊文 中村　匡登 岡　邦亮
川井　大介 柴田　泰宏 池田　充伺 小森　圭祐

５km
橘　翔一郎 奥井　陽祐 木田　歩 奥村　政城 中森　智也

ナンバー

６km ４km ３km

２００６年１月２９日（日）

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

３km

横野  穂菜美 池田  未歩 藤原  いくみ 藤原  あゆみ
福本  彩 前川  春華 黄瀬  ありさ 赤尾  麻衣

岩坪  友佳里 長谷川  亜衣 坂東  慶子 山脇  佳代

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

橘　翔一郎
冨田　陽介 平林　賢樹 谷口　俊文 岡　邦亮 松原　康剛
中森　智也 清水　良太 笘本　博志 船本　隼也

５km
小野　良太 芝原　嵩晃 冨田　幸佑 山本　拓 金子　太郎

ナンバー

６km ４km ３km

２００５年１月３０日（日）

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

３km

橋口  恭子 西田　朱里 山本  尚未 岡　　千晶
藤田  萌楓 石橋  奈苗 倉田    葵 福井明日香
三崎恵津子 小原  麻美 向坂    唯 位田    瞳

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

鈴木  裕人
笘本  博志 高橋  一馬 上田  勝也 川村  忠資 児島    肇
福嶋  崇喜 吉田  将勇 大橋    諒 橋本  浩志

５km
米田    純 川田  翔平 寺尾  充史 早稲田  遼 谷  一

ナンバー

６km ４km ３km

２００４年２月８日（日）

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

３km

三宅ゆか梨 藤井    優 奥山多恵子 長屋　晃子
大田  友香 畑山明日香 福島  綾子 井崎  智子
藤田  萌楓 黒川  朋子 長坂　静香 福井明日香

ナンバー
４km ３km

谷口    拓

女子の部

第４区

福嶋  崇喜 福永  拓真 今宿  里志 鈴木  慎人

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区

２km ２km

小路  優人
林    優太 三浦  一也 杉山    侑 箕浦　健太 渡辺  圭一

堀之内義和 芝原  章悟 田中  邦治 片山  惠史

ナンバー

６km ４km ３km
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

５km

第
５
回

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

３km

２００３年１月２６日（日）

順
位

タイム チーム



過去の戦績 滋賀県高校新人駅伝競走大会

第６回　 男子の部
気象状況　天候：晴　　気温：9.9℃　風向：南南西　　風速：1.1ｍ/S　　湿度：50%（12時30分現在） 

1 1.04.55 草津東
9
Ａ

2 1.07.17 膳所 3
3 1.08.57 水口東 36

　　女子の部
気象状況　天候：晴　　気温：9.0℃　風向：北西　　風速：1.1ｍ/S　　湿度：60%（11時00分現在） 

1 38.35 草津東 9
2 39.25 水口東 36
3 39.44 滋賀学園 52

(※積雪の為、男女ともタイムレースにて実施）

第７回　 男子の部
気象状況　天候：晴　　気温：６．０℃　風向：北北西　　風速：２．１ｍ/S　　湿度：５５%（12時30分現在） 

1 1.06.59 草津東 9
2 1.07.16 滋賀学園A 52
3 1.09.06 滋賀学園B ５２B

　　女子の部
気象状況　天候：晴　　気温：６．０℃　風向：北西　　風速：２．７ｍ/S　　湿度：５５%（11時00分現在） 

1 39.15 草津東A 9
2 39.22 比叡山 26
3 40.58 玉川 43

第8回　 男子の部
気象状況　天候：雨　　気温：４．０℃　風向：無し　　風速：無し　　湿度：８４%（12時30分現在） 

1 1:06:50 滋賀学園 52
2 1:08:06 草津東A 9
3 1:09:41 東大津 37

　　女子の部
気象状況　天候：雨　　気温：４．０℃　風向：無し　　風速：無し　　湿度：８４%（11時00分現在） 

1 38.47 草津東A 9
2 39.57 比叡山 26
3 40.01 水口東 36

第９回　 男子の部
気象状況　天候：晴　　気温：５．０℃　風向：南西　　風速：２．７m/S　　湿度：３８%（11時00分現在） 

1 1:06:00 滋賀学園 52
2 1:08:38  彦根東Ａ 16
3 1:08:46 草津東 9

　　女子の部
気象状況　天候：晴　　気温：５．０℃　風向：南西　　風速：２．７m/S　　湿度：３８%（11時0５分現在） 

1 40.07 比叡山 26
2 40.48 草津東 9
3 41.30 米原 31

第１０回　 男子の部
気象状況　天候：晴　　気温：４．０℃　湿度：６７%　風向：北　　風速：１．８m/S　　（11時0０分現在） 

1 1:07.54 滋賀学園 52
2 108.40 草津東 9
3 1:09.01 比叡山 26

　　女子の部
気象状況　天候：晴　　気温：４．０℃　湿度：６７%　風向：北北東　　風速：１．５m/S　　（11時0５分現在） 

1 38.52 比叡山 26
2 39.11 草津東 9
3 40.05 高島 24

髙野　七海 小林　ひかる 杉山　有紀 川原　萌子

小林　永実 岸田　奈菜 安原　沙恵 西田　愛
岸本　七海 伊藤　温子 山田　千聖 兼松　侑里

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

西川　洸哉 澁谷　圭吾 西村　陸 保田　大介 日夏　祐貴
辻井　良祐 小宇根　真悟 三上　　純 木村　宏輝 倉元　悠貴

３km ５km
山本　采矢 上田　隼平 木村　優志 松田　聖也 濱寄　直人

ナンバー

６km ４km ３km

第
９
回

２０１１年　１月３０日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

井上　彩花(1) 伊藤　愛(2) 三日月　麻衣(2) 伊藤　慈(2)
板鼻　ゆき(1) 金子　奈央(2) 福井　美千可(2) 内川　萌美(2)
守屋　知世(2) 松田　祐美(1) 大橋　礼実(2) 堀井　直子(2)

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

松野　樹(1)
宇野　翔太(2) 鈴木　翔太(2) 野口　裕史(2) 寺阪　祐一(2) 野崎　千義(2)
山崎　貴史(1) 番匠　一馬(1) 井上　玄太(2) 有本　啓(1)

３km ５km
橋本　一樹(2) 喜田　将成(2) 兼松　正寿(1) 田島　晃基(2) 西澤　俊晃(2)

ナンバー

６km ４km ３km

第
６
回

２００８年　１月２７日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

海野　美那 山本　侑美 初田　美咲 海野　佳那
桑原　彩 寺田　なつみ 大澤　舞 西川　咲希

浅田　順子 松田　祐美 前野　沙織 福井　愛

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

田渕　幸佑
太田　明 鵜川　真伍 長崎　博志 武田　勝利 三木　梢平
田中　輝 岡崎　元太 奥村　滉太 谷口　光

３km ５km
川崎　友輝 兼松　正寿 高田　康典 河島　陽介 佐俣　一輝

ナンバー

６km ４km ３km

第
７
回

２００９年　１月２５日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

第
８
回

２０１０年　１月３１日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

ナンバー

５km６km ４km ３km ３km
奥村　滉太 長崎　博志 谷口　光 若菜　純一 田渕　幸佑
佐俣　一輝 倉元　悠貴 菊川　幸慈 山田　順也 川崎　友輝
原　康佑 志摩　音平 中野　凌輔 山本　啓太 佃　勇気

３km
第４区順

位
タイム チーム

第１区 第２区 第３区

内田　百葉 寺田　なつみ

ナンバー
４km ２km ２km

川西　寧々 藤井　美紀 川口　結紀 林口　翔子

小田　千愛 前野　沙織 曽根田　桃花 浅田　順子
桑原　彩 奥村　早矢

第５区

第
１０
回

２０１２年　１月２９日(日)

ナンバー
順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区
６km ４km ３km ３km

第４区
５km

鎌田　広海 三上　　純 福島　拓哉 木村　宏輝 松井　政洋
山中　章弘 押谷　光司 北原　陸成 成宮　大気 村田　尚貴

ナンバー

河野　昇太 清水　力也 井上　将也 小尾　公宏 寺田　圭佑

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

西田　愛 足立　美保 小林　永実 斉藤　真央
４km ２km ２km ３km

横田　麻里亜 清水　捺希 古田　夏希 堀田　百恵
岸本　七海 兼松　侑里 草野　香織 大野　千晴



過去の戦績 滋賀県高校新人駅伝競走大会

第１１回　 男子の部
気象状況　   天候：晴れ　気温：3℃　湿度：65％　風向：西　風速：0.8m　（11時00分現在）

1 1:07.02 草津東 9
2 1:08.02 比叡山 26
3 1:08.48 滋賀学園B 52B

　　女子の部
気象状況　　天候：晴れ　　気温：3.0℃　湿度：65％　風向：西　風速：1.1m（11時05分現在）

1 39.52 水口東 36
2 40.13 草津東 9
3 40.36 高島 24

第１２回　 男子の部
気象状況　   天候：晴れ　気温：5.0℃　湿度：80％　風向：北　風速：3.2m　（11時00分現在）

1 1゜０５’２２ 草津東 9
2 1゜０５’３９ 滋賀学園 52
3 1゜０６’５７ 滋賀学園Ｂ 52B

　　女子の部
気象状況　　天候：晴れ　　気温：5.0℃　湿度：80％　風向：北　風速：3.0m（11時05分現在）

1 ３９’３４ 比叡山 26
2 ４０’３５ 草津東 9
3 ４１’５７ 水口東 36

第１３回　 男子の部
気象状況　   天候：晴れ　気温：15.0℃　湿度：30％　風向：南　風速：0.5m　（11時00分現在）

1 1゜０４’４６ 滋賀学園 52
2 1゜０８’３２ 草津東 9

3 1゜０９’３９ 滋賀学園Ｂ 52B

　　女子の部
気象状況　　天候：晴れ　　気温：16.0℃　湿度：32％　風向：南西　風速：10.m（11時05分現在）

1 ３８’３０ 比叡山 26

2 ４０’１９ 水口東 36

3 ４１’０６ 草津東 9

第１４回　 男子の部
気象状況　　天候：曇　気温：8.0℃　風向：北北東　風速：1.8m/S　湿度：72%（11時00分現在）

1 １゜０６’２０ 草津東 9
2 １゜０６’２３ 滋賀学園 52

3 １゜０６’５２ 比叡山 26

　　女子の部
気象状況　　天候：曇　気温：8.0℃　風向：北東　風速：2.3m/S　湿度：72%（11時05分現在）

1 ３８’３５ 比叡山 26

2 ３９’５５ 滋賀学園 52

3 ３９’５６ 比叡山B 26B

第１５回　 男子の部
気象状況　　天候：晴れ　気温：7.0℃　風向：北西　風速：1.0m/S　湿度：66%（11時00分現在）

1 １゜０５’４３ 草津東 9
2 １゜０５’５３ 滋賀学園 52

3 １゜０７’２２ 比叡山 26

　　女子の部
気象状況　　天候：晴れ　気温：7.0℃　風向：北西　風速：1.0m/S　湿度：66%（11時00分現在）

1 ３７’３８ 比叡山 26

2 ４０’５６ 草津東 9

3 ４１’２５ 水口東 36
(※積雪の為、男女ともタイムレースにて実施）

宇佐美　花 関部　紗矢佳 橋本　佳澄 須戸　結穂

澤村　真央 福林　舞也 小林　里奈 丸谷　有衣
田中　葵 北村　香保 金森　ゆりな 田中　杏

第４区
ナンバー

４km ２km ２km ３km
順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区

長崎　大志 金谷　拓歩 山本　浩平 金森　拳之介 堀　宏貴

千葉　直輝 山本　侑璃 新宮　涼介 岩永　令 渡瀬　薫
川島　貴哉 冨田　直樹 近野　怜央 山崎　航平 稲垣　雄二

６km ４km ３km ３km ５km
第２区 第３区 第４区 第５区

ナンバー

柳川　理子 鈴木　彩友 渡邉　華江 小林　里奈

第
１3
回

２０１５年　１月２５日(日)

順
位

タイム チーム
第１区

福林　舞也 田中　友梨 澤村　真央 三宅　満星
菅原　彩乃 中村　和佳奈 荒井　紫音 飯田　優月

ナンバー
４km ２km ２km ３km

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

小西　竜也 若林　拓 千葉　直輝 金森　拳之介 片岡　大

矢野　直幹 小林　和幸 高月　音於 西村　崚 杉本　大弥

３km ５km
吉岡　遼人 西村　暉 武村　知浩 中村　風馬 高畑　凌太

ナンバー

６km ４km ３km

第
１4
回

２０１６年　１月３０日(土)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

第
１２
回

２０１４年　１月２６日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

ナンバー

６km ４km ３km ３km ５km
中川　元弥 川島　貴哉 冨田　直樹 山岸　恵太 小澤　直人
山本　侑璃 渡瀬　薫 辰巳　貴信 岩永　令 坂口　拓男

北脇　庄之佑 裏川　大貴 飯田　健斗 金谷　拓歩 西川　和希

３km
順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

加藤　泉実 須戸　結穂

ナンバー
４km ２km ２km

北村　香保 白子　陽菜 青木　佳歩 倉﨑　愛那

丸谷　有衣 河原田　萌 大﨑　睦 大木　はな
棚池　穂乃香 青山　みのり

第
１１
回

２０１３年　１月２７日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

ナンバー

６km ４km ３km ３km ５km
鎌田　広海 福島　拓哉 松井　政洋 佐々　聡志 中川　元弥
河野　昇太 白石　竜太郎 村上　崚太郎 笠川　葵 覺前　勝太郎
木村　貴紀 成宮　大気 伊藤　充生 北原　陸成 押谷　光司

３km
順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

園田　世玲奈 山下　凪

ナンバー
４km ２km ２km

堀田　百恵 古田　夏希 堀居　祐圭 藤田　阿喜恵

倉﨑　愛那 松原　陽子 青木　佳歩 藤原　妃奈子
草野　香織 近藤　妃南

第
15
回

２０１７年　１月２９日(日)

順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

ナンバー

６km ４km ３km ３km ５km
西村　暉 中村　風馬 古石　浩太郎 武村　知浩 高畑　凌太
泉　海地 松田　爽汰 岩田　直人 片岡　大 平尾　壮太

竹内　洸哉 谷口　辰熙 西村　崚 大嶋　哉汰 杉本　大弥

３km
順
位

タイム チーム
第１区 第２区 第３区 第４区

西澤　玲 武田　愛生

ナンバー
４km ２km ２km

深沢　すず 堀江　夏穂 加屋　瑞貴 新山　未来

柳川　理子 田中　友梨 三宅　満星 飛田　凜香
豊田　理瑚 西田　優々花



- 1 -

第１８回滋賀県高等学校新人駅伝競走大会 要項

１ 主 催 滋賀陸上競技協会

２ 主 管 滋賀県高等学校体育連盟陸上競技専門部・滋賀陸上競技協会

３ 日 時 令和 ２年１月２６日（日） 男子 １１時００分スタート
女子 １１時０５分スタート

４ 場 所 希望が丘文化公園陸上競技場～中央道折り返しコース
野洲市北桜９７８ Tel(077)588-3251

５ 区 間 男子 ５区間：２１Ｋｍ
１区：６Ｋｍ ２区：４Ｋｍ ３区：３Ｋｍ
４区：３Ｋｍ ５区：５Ｋｍ

女子 ４区間 １１Ｋｍ
１区：４Ｋｍ ２区：２Ｋｍ ３区：２Ｋｍ
４区：３Ｋｍ

６ 参加資格 (１)現在、第１・２学年に在学する者。但し、同一学年での出場は１回限りとする。
(２)選手は、登録競技者であること。登録は、３００円を添えて 2019年１０月末まで

に申し込むこと。
(３)出場する選手は、事前に健康診断を受けておくこと。

７ 競技規定 (１)学校対抗を基本とするが、混成（合同）チームの参加も認める。但し、オープン
参加扱いとするが、区間順位は認める。

(２)男女上位６校までを表彰する。（オープン参加は除く。）
(３)チームは、監督１名、選手男子７名、女子６名とし、申込後の選手変更は認めない。

やむをえない選手変更の場合は、オープン参加扱いとする。
(４)外国人留学生の参加については、制限は設けない。
(５)試合当日８：３０までに、正式オーダーを提出すること。オーダー提出後の選手変

更は、病気・不慮の事故以外は認めない。変更の場合は、補欠をその区間の交代と
して補充し、必ず「選手変更届用紙」（大会本部で準備）によりその事由を付して
大会総務まで提出すること。

(６)スタート順は、昨年度の大会順位等に基づいて大会総務が決定する。
(７)引継は、各校が用意したタスキを用いる。競技中は、タスキを肩に掛け競技するこ

と。但し、引継前後３００ｍは手に持って走っても良い。
(８)伴走は、一切認めない。競技中コース内への、自転車の乗り入れを禁止する。
(９)競技者は如何なる場合も道路の左端を走行すること。復路の歩道走行は禁止とする。
(10)競技開始後の選手変更は認めない。選手が事故のためレースを放棄した場合は次走

区から次走者が出発するものとする。この場合の出発の時機は、最後尾走者と同時
に出発させ、オープンとして取り扱うが区間順位は認める。

(11)第１区を除く他区間で同タイムが出た場合は同順位とする。
(12)先頭走者との差が著しく開いた場合は、繰り上げ出発をすることがある。
(13)競技は、２０１９年日本陸上競技連盟規則、同駅伝競走基準及び本大会規定により

行う。
８ 監督会議 大会当日９時３０分より、陸上競技場内、本部席前にて行う。

（出席のない場合は、参加できない）

９ 式 典 開始式 大会当日 １０時００分 陸上競技場
閉会式 大会当日 １３時００分頃 陸上競技場

10 申し込み (１)令和 ２年１月１５日（水）までにアスリートランキングで申し込むこと。
(２)詳細はHPで確認すること。

11 参 加 料 １チーム ２，０００円
但し、申し込み後「棄権」になっても、参加料は徴収する。
試合当日、オーダー用紙提出時に徴収する。

12 そ の 他 (１)参加選手は、背腹に各学校に指定された番号布（Ａチームは県高校駅伝配布の番号
布の使用可）を各学校で作成し付けること。番号布は、「黒字」で作成し、男女ア
ンカーは「赤字」で作成すること。

(２)参加校は、競技役員２名、補助員１名を出すこと。（混成チーム出場校の補助員は
なし）

(３)各校・チームで出した「ゴミ」は、必ず持ち帰ること。また、各自持ち物の管理を
おこなうこと。貴重品はもとより、鳥害にも十分注意をすること。

（４)１０：３０より、補欠選手対象に「３Ｋｍ」のタイムレースを行う。補欠メンバー
は無料とし、その他の選手は５００円徴収する。
（駅伝参加料徴収時に、高体連使用の個票で参加申込し、参加料を払うこと）

（５）参加一覧・競技注意事項・競技役員・補助員・スタート順・混成NO.を高体連ＨＰ
に掲載するので各チームで確認すること。

(６)Jアラート警報が発令された場合は、競技を中断する場合がある。




	　　　１０：３０　　　３ｋｍ記録会　スタート
	　　　　１１：００      男子の部　スタート
	　　　　１１：０５　　　女子の部　スタート



