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男子第73回 全国高等学校駅伝競走大会
女子第34回 全国高等学校駅伝競走大会

大会要項

1. 期　　　日	 令和4年12月25日（日）
	 女子：10時20分出発　　　男子：12時30分出発　　（雨天決行）

2. コ　ー　ス	 男子：	たけびしスタジアム京都をスタート、フィニッシュとする	
たけびしスタジアム京都付設駅伝コース（男子全国高校駅伝コース）

	 女子：	たけびしスタジアム京都をスタート、フィニッシュとする	
たけびしスタジアム京都付設駅伝コース（女子全国高校駅伝コース）

3. 区間と距離
　男子　42.195km　7区間
　　第1区　10km（たけびしスタジアム京都～烏丸鞍馬口）
　　第2区　3km（烏丸鞍馬口～丸太町河原町）
　　第3区　8.1075km（丸太町河原町～国際会館前）
　　第4区　8.0875km（国際会館前～丸太町寺町）
　　第5区　3km（丸太町寺町～烏丸紫明）
　　第6区　5km（烏丸紫明～西大路下立売）
　　第7区　5km（西大路下立売～たけびしスタジアム京都）

　女子　21.0975km　5区間
　　第1区　6km（たけびしスタジアム京都～衣笠校前）
　　第2区　4.0975km（衣笠校前～烏丸鞍馬口）
　　第3区　3km（烏丸鞍馬口～室町小学校前折返し～北大路船岡山）
　　第4区　3km（北大路船岡山～西大路下立売）
　　第5区　5km（西大路下立売～たけびしスタジアム京都）

4. 参 加 資 格
　⑴	　都道府県代表校は都道府県予選会の優勝校とする。ただし優勝校が出場を辞退した
場合は次位校とする。（男女各47校）

　⑵	　出場者は、学校教育法第1条に規定する高等学校に在籍し、学校所在地の都道府県高
等学校体育連盟加盟校に在学する生徒であって、日本陸上競技連盟に登録された競技
者であること。

　⑶	　出場者は、平成15年4月2日以降に生まれた者。ただし、同一学年での出場は1回限りとする。
　⑷　全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成チームは認めない。
　⑸	　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。
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　⑹	　転校後6ヶ月未満の者は出場できない（外国人留学生もこれに準ずる）。ただし、一
家転住などやむを得ない事情がある場合は、都道府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。

　⑺	　出場者は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び所属する都道府県
高等学校体育連盟会長の承認を必要とする。

　⑻	　出場者の不適切な鉄剤注射を禁止とし、所定の期日までに、血液検査・身体計測の実
施への同意書、鉄剤注射に関する申告書及び血液検査・身体計測の結果の提出を必要
とする。

　⑼　参加資格の特例
　　ア.	　上記⑵に定める生徒以外で、当該大会要項により大会参加資格を満たすと判断さ

れ、都道府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.	　上記⑶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回限りとする。

［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、都道府県高等学校体育連
盟の大会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。
　⑴　大会参加資格を認める条件
　　ア.　全国高等学校体育連盟の目的を理解し、それを尊重すること。
　　イ.	　参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては、学齢、修業年限ともに高等学

校と一致していること。また、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、都道府県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ、全

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適切に行われており、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。

　⑵　大会参加に際し守るべき条件
　　ア.	　全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。

5. 競 技 規 定
　⑴　学校対抗とする。
　⑵	　男子チームは監督1名と選手10名、女子チームは監督1名と選手8名とする。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。申し込み後のエントリー変更は認めない。
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　⑶	　男子第1区より第7区のオーダー、女子第1区より第5区のオーダーは、監督会議受付
時（12時00分～ 12時30分）に提出すること。

　⑷	　オーダー提出後の選手変更は、補欠をその区間の交代として補充し、必ず医師の診
断書を添えた選手変更届を女子は大会当日午前7時10分～ 7時40分まで、男子は大会
当日午前8時50分～ 9時20分までに競技本部の大会総務に提出すること。なお大会当
日、たけびしスタジアム京都医務室でオフィシャルドクターの診察（女子：午前7時10
分～ 7時40分／男子：午前8時50分～ 9時20分）を受けてもよい。

　⑸　引継ぎにはタスキを用いる。
　⑹　競走には、一切伴走を認めない。
　⑺　競走は2022年日本陸上競技連盟競技規則及び同駅伝競走基準、本大会規定による。

6. 表　　　彰
　⑴	　優勝校には、文部科学大臣杯、全国高等学校体育連盟会長杯、日本陸上競技連盟会長
杯、毎日新聞社から優勝旗、日本放送協会からNHK杯を授与する。

　⑵　総合は第8位まで表彰する。
　⑶　区間優勝者には、区間賞を授与する。

7. 参加申込み
　次の書類を大会公式HP「https://mainichi.jp/koukouekiden/」からダウンロードして書
類を作成し、電子メール送信及び郵送にて期日までに提出すること。
　様式（１）　参加申込書
　様式（２）　大会申込書
　様式（３）　予選会成績報告書
　様式（４）　地区大会成績報告書
　様式（５）　宿泊申込書
　様式（６）　鉄剤注射に関する申告書（大会エントリー時）
　様式（７）　血液検査・身体計測実施についての同意書
※	提出の詳細は、別途資料「参加申込提出書類　手続き注意事項」に記載。必ず参照のこと。
　・電子メール送信＝ 11月28日（月）までに提出。
　　様式（１）、様式（２）、様式（３）、様式（４）、様式（５）は押印不要で電子メールにて送信。
　・郵送＝ 11月30日（水）簡易書留で必着。
　　	様式（１）、様式（２）、様式（３）、様式（４）、様式（５）、様式（６）、様式（７）は押印のうえ
送付。

　　	なお、様式（４）は各地区常任委員が送付すること（地区大会プログラム及び成績一覧
表を同封すること）。

　　	（注1）正式オーダー　1部は12月24日（土）監督会議受付時に提出。用紙は後日代表校へ
送付する。

　　	（注2）一度提出したデータ・郵送書類内容の変更は認めない。
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　　【提出先】
　　・電子メールアドレス　	entry2022koukouekiden＠mainichi.co.jp
　　・郵送先　京都市立西京高等学校内　全国高等学校駅伝競走大会事務局
　　　　　　　〒604-8437		京都市中京区西ノ京東中合町1
　　　　　　　　　　　　		TEL　０９０－３８４４－３３９８（事務局次長）
　　　　　　　　　　　　		FAX　０７５－８２２－５７０２

8. 参　加　料
　１チーム　35,000円［11月30日（水）までに要項添付・8ページの「郵便払込取扱票」にて振
り込むこと］

9. 宿　　　泊
　別項の宿泊要項を参照の上、所定の方法にて申し込むこと。

10. 監督会議ならびに開・閉会式の日時と場所
　　監督会議　12月24日（土）午後1時　　京都市市民スポーツ会館体育館（西京極総合運動公園内）
　　開会式　　12月24日（土）午後3時　　京都市体育館（西京極総合運動公園内）
　　閉会式　　12月25日（日）午後4時　　京都市体育館（西京極総合運動公園内）

11. 血液検査・身体計測結果の提出
　次の書類を大会公式HP「https://mainichi.jp/koukouekiden/」からダウンロードして書
類を作成し、簡易書留で郵送すること。令和5年1月20日（金）消印有効。
　①血液分析センターの血液検査結果個表（オリジナル）
　②身体計測書
　③医療機関からの領収書証
　④振込口座申請書
　⑤鉄剤注射に関する申告書（大会エントリー終了後）
　【提出先】
　〒160-0013
　　東京都新宿区霞ヶ丘町4-2　JAPAN	SPORT	OLYMPIC	SQUARE	9階
　　公益財団法人日本陸上競技連盟事務局　医事委員会
　　TEL：０５０－１７４６－８４１０

12. 問い合わせ先
　競技に関することは8ページ事務局Aへ、その他は事務局Bへお願いします。

13. 連絡事項
　⑴	　ナンバーは主催者で決定し、アスリートビブス及びタスキは主催者側で作成する。
アスリートビブスは監督会議で各チームに渡す。

　⑵	　都道府県優勝校には代表旗を授与する。同代表旗は本大会出場の際必ず持参するこ
と。
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　⑶	　西京極総合運動公園には一般の駐車場がありませんので応援バス等の来車には御
注意ください。

　⑷　個人情報及び肖像権に関わる取り扱いに関して
　　ア.	　本大会に関して寄せられた個人情報は、大会実行委員会が共同で取得し、本大会

運営目的以外には使用いたしません。
　　イ.	　参加申込書に記載された個人情報や本大会競技結果は、大会プログラム、競技場

内アナウンス、掲示板などで紹介し、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、関連ホームページ
などで公表します。

　　ウ.	　本大会が認めた報道機関により撮影された映像・写真は、新聞、雑誌、テレビ、関連
ホームページ、報告書などで公開されることがあります。

　⑸	　営業目的による映像、写真の撮影及び使用は主催者の許可がない限り禁止にしてい
ます。出場校が大会の様子を記念誌や学校公式HPへ掲載、課外活動を目的とし撮影す
る場合、事前に主催者（大会事務局）へ申請してください。

　⑹	　参加申込書に応援責任者（監督以外で応援その他の連絡を受ける責任者）の氏名・携
帯電話番号を記入すること。

新型コロナウイルスの感染状況等により、大会要項の内容を変更することがあります。
予めご了承ください。
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＝宿泊要項＝
参加者の宿泊は全国高等学校駅伝競走大会事務局から委託された配宿センター（以下、配
宿センターとする）で責任をもって斡旋するものとし、申し込み後に配宿センターから連
絡する。

1. 適用対象者
この要項の適用対象者は、全国高等学校駅伝競走大会に参加する選手・監督・学校関係者
（以下「参加者等」という）とする。

2. 指定宿舎の選定と宿泊割当の基本方針
⑴	参加者等の宿泊は、競技場までの所要時間が、交通機関を利用しておおむね30分以内の
宿舎を指定宿舎として選定することを原則とする。
⑵参加者等の宿泊割当にあたっては、次の事項に留意するものとする。
　（ｱ）	風紀上、衛生上ならびに火災予防上支障があると認められるような旅館等には宿泊

の割当を行わない。
　（ｲ）参加者等が宿泊中の宿舎には、なるべく一般客を宿泊させないように依頼する。
　（ｳ）旅館には参加者等が宿泊の期間中、年末の会合を自粛するよう要請する。
　（ｴ）１人あたりの畳数は、選手・監督にあたっては２畳を目安とする。

3. 宿泊料金及び指定宿舎一覧
⑴宿泊料金及び取扱いについて
　（ｱ）参加者等の宿泊料金は下記の通りとする。
　　　※宿泊料金には消費税（10％）、宿泊税（１人１泊につき200円）、及びサービス料を含む。
　（ｲ）欠食控除の取り扱い
　　　朝食を欠食するときは前日の夕食時までに
　　　夕食を欠食するときは当日の朝食時までに
　　　	申し出のあった場合は料金を控除する（指定時以降の申し出は対応出来ませんの

で、ご留意ください）。　＊	欠食料金：朝食⇒700円、夕食⇒1,500円

⑵宿泊料金及び指定宿舎一覧
＜タイプＡ：１泊２食（税サ込）＠11,500円＞
　和泉屋旅館、ひふみ旅館、日昇別荘、NISHIYAMA		RYOKAN、和順会館、金波樓
　松井別館花かんざし、旅館三賀、ホテル本能寺、なごみ宿都和、京家、KKR京都くに荘
　ギオン福住、お宿いしちょう、石長松菊園、三木半旅館、聖護院御殿荘、聖護院光淳

＜タイプＢ：１泊２食（税サ込）＠10,500円＞
　魚岩旅館、ホテル佐野家、たき川旅館、旅館若みや、日昇館尚心亭、祇をん新門荘
　旅館丸家、加茂川館、旅館さわや本店、ますや旅館、綿善旅館、花園会館、尾張屋旅館
　ホテル杉長

＜タイプＣ：１泊２食（税サ込）@9,500円＞
　京都トラベラーズイン
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4. 宿泊申し込み
⑴	宿泊の申し込みについては、宿泊申込書（様式５）に申込責任者が記入･入力を行い、各都
道府県専門部委員長が11月28日までに下記申込先へ添付送信して申し込むこと。また、
記入･入力済の書面本通を他の様式と共に、11月30日必着で大会事務局宛に郵送をする
こと。（別途「参加申込提出書類　手続き注意事項」を参照）
　宿泊データの申込先：entry2022koukouekiden@mainichi.co.jp
⑵	宿泊申し込みの取消しならびに宿泊日時及び宿泊到着時刻に変更のあるときは、事前に
配宿センターに連絡しなければならない。
⑶宿舎申し込み後、配宿された宿舎の変更は原則として認めない。

5. 宿泊について
⑴宿泊は大会事務局から委託された配宿センターの責任において斡旋する。
⑵	宿泊は、各校の希望を考慮して配宿センターが調整することとする。各校で希望宿舎は
必ず記入すること（指定宿舎以外は認めない）。特定の宿舎に希望が集中した場合は、宿
泊人数、泊数等を参考に決定する。
⑶選手・監督を優先で配宿を実施する。
【注意】選手・監督以外の宿泊に関しては、宿泊施設の収容人員の関係で、別途、案内する場
合がある。
―お願い―
〇	指定宿舎へ各校から直接連絡・交渉は斡旋・割当に混乱をきたすため認めない。宿泊割当
の基本方針を原則として配宿するため、直接交渉による問題には責任を負わない。
〇	指定宿舎以外の宿舎に直接予約申し込みをしないこと。また、大会が斡旋する指定宿舎
以外に宿泊しないこと。
〇	希望宿舎欄は、必ず第三希望まで記入すること。希望が重複した場合、希望外の宿舎にて
配宿される事がある。
〇	新型コロナウイルスによる春期修学旅行の延期等の影響により、長期に渡る宿泊の受入
れが出来ない指定宿舎もある。

6. 宿泊料金の精算について
⑴	配宿決定通知は、配宿センターから12月8日頃に各出場校宛へ郵送で通知する。宿泊料金
請求書も同封するので、記載の指定口座へ期日までに必ず振り込むこと。
⑵宿泊変更等の手続き・連絡先は、配宿決定通知に記載するので確認すること。

7. 問い合わせ先
＜配宿センター＞
※下記の３社にて斡旋する。～どちらに問合せしても対応可能。～
〇近畿日本ツーリスト株式会社　京都支店　担　当：松本亜砂子・松野　嵩
〒604-8186　京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町358　アーバネックス御池ビル西館８階
ＴＥＬ：０７５－２２１－７４０１・ＦＡＸ：０７５－２２３－５１９２
〇東武トップツアーズ株式会社　京都教育旅行支店　担　当：山口あかね・石田　貴之
〒600-8107	京都市下京区五条通新町東入る東錺屋町１８６　ヤサカ五条ビル９階
ＴＥＬ：０７５－３６１－０９９１・ＦＡＸ：０７５－３６１－７８６６
〇株式会社ＪＴＢ　大阪第一事業部　担　当：太田　悠輝
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町２－１－ 25　JTBビル11階
ＴＥＬ：０６－６２６０－０１３３・ＦＡＸ：０６－６２６０－０１４８
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【事務局】A	京都市立西京高等学校内　全国高等学校駅伝競走大会事務局
　　　　　	〒604-8437	京都市中京区西ノ京東中合町1
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL	 ０９０－３８４４－３３９８（事務局次長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX	 ０７５－８２２－５７０２

　　　　B	毎日新聞大阪本社事業部内　全国高等学校駅伝競走大会事務局
　　　　　	〒530-8251	大阪市北区梅田3-4-5
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL	 ０６－６３４６－８２４９
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX	 ０６－６３４６－８３７２

公式HP　https://mainichi.jp/koukouekiden/

※参加料、記念品等の振り込みは11月30日（水）までに上記の「郵便払込取扱票」にて送金してください。


