
令和 ３年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

 

 

令和３年度 各種駅伝競走大会埼玉県代表選手選考要項 
 

 

【東日本女子駅伝競走大会】（令和 3年 11 月 14日（日）福島県福島市 開催） 

中学生区間 参加資格（陸上競技大会の競技成績、1500ｍ、3000ｍの公認記録）を設け選考会を開催する。 

選考レースの結果を踏まえ、3名推薦する。 

なお、全日本中学校陸上競技選手権大会女子 1500ｍに入賞者した国体選手（女子少年 B800ｍ）につい

ては、内定とする。選考会 1 週間前までに意志確認を行い、選考会での選考枠を埼玉陸上競技協会ホー

ムページ等で選考会 3 日前までに通知する。 

 

高校生区間 参加資格（3000ｍの公認記録等）を設け選考会を開催する。 

選考レースの結果を踏まえ、若干名（人数は一般との関係で不確定）推薦する。なお、県大会以上の競

技成績を考慮する場合もある。 

 

一 般 区 間 今年度の公認記録上位者（3000ｍ、5000ｍ、10000ｍ）を選考対象として、若干名（人数は高校生との関

係で不確定）推薦する。 

なお、ふるさと選手の選考については、今年度の競技成績を考慮し推薦する。 

（但し、前年度の冬季シーズンのロードレース・駅伝競走大会等を考慮することもある。） 

※すべてのカテゴリーにおいて、駅伝選手選考会議を経て理事会にて審議決定する。 

 

【天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会】（令和 4年 1 月 23日（日）広島県広島市 開催） 

中学生区間 参加資格（陸上競技大会の競技成績、3000ｍの公認記録）を設け選考会を開催する。 

選考レースの結果を踏まえ、3名推薦する。 

 

高校生区間 県高校駅伝競走大会、関東高校駅伝競走大会の区間上位者を 4 名推薦する。なお、関東大会以上の競技

成績や今年度の公認記録上位者（5000ｍ）を考慮する場合もある。 

 

一 般 区 間 今年度の公認記録上位者（5000ｍ、10000ｍ）を選考対象として、3名推薦する。 

なお、ふるさと選手の選考については、今年度の競技成績を考慮し推薦する。 

（但し、前年度の冬季シーズンのロードレース・駅伝競走大会等を考慮することもある。） 

※すべてのカテゴリーにおいて、駅伝選手選考会議を経て理事会にて審議決定する。 

 

【皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会】（令和 4年 1 月 16日（日）京都府京都市 開催） 

中学生区間 参加資格（陸上競技大会の競技成績、1500ｍ、3000ｍの公認記録）を設け選考会を開催する。 

選考レースの結果を踏まえ、3名推薦する。 

 

高校生区間 県高校駅伝競走大会、関東高校駅伝競走大会の区間上位者を若干名（人数は一般との関係で不確定）推

薦する。なお、関東大会以上の競技成績や今年度の公認記録上位者（3000ｍ）を考慮する場合もある。 

 

一 般 区 間 今年度の公認記録上位者（3000ｍ、5000ｍ、10000ｍ）を選考対象として、若干名（人数は高校生との関

係で不確定）推薦する。 

なお、ふるさと選手の選考については、今年度の競技成績を考慮し推薦する。 

（但し、前年度の冬季シーズンのロードレース・駅伝競走大会等を考慮することもある。） 

※すべてのカテゴリーにおいて、駅伝選手選考会議を経て理事会にて審議決定する。 

 

※詳細な選考基準、選考手順は別途定める。 

 

＜各種駅伝競走大会選手選考会議について＞ 

駅伝選手選考資料は駅伝強化委員会が作成する。駅伝選手選考会議は、駅伝担当副会長、理事長、副理事長、駅伝委

員長、駅伝副委員長、高体連委員長、中体連委員長と選考資料作成に当たった駅伝委員を加えた構成とする。 

 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

駅伝強化副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  



令和 ３年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

 

 

令和３年度 各種駅伝競走大会埼玉県代表選手選考会 日程等について 

 

 
【東日本女子駅伝競走大会 中学生区間選考会】 

１ 期 日：令和３年１０月３日（日） 

２ 会 場：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

３ 種 目：３０００ｍ 

４ 参 加 料：６００円 

５ 申込方法：東日本女子駅伝競走大会 埼玉県代表選手 中学生区間選考要項参照 

  

 

 

【東日本女子駅伝競走大会 高校生区間選考会】 

１ 期 日：令和３年１０月３日（日） 

２ 会 場：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

３ 種 目：３０００ｍ 

４ 参 加 料：８００円 

５ 申込方法：東日本女子駅伝競走大会 埼玉県代表選手 高校生区間選考要項参照 

  

  

  

【天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 中学生区間選考会】 

１ 期 日：令和３年１１月２０日（土） 

２ 会 場：鴻巣市立陸上競技場 

３ 種 目：３０００ｍ 

４ 参 加 料：１０００円（平成国際大学長距離競技会の参加料と同額。） 

５ 申込方法：天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 埼玉県代表選手 中学生区間選考要項参照 

 

 

 

【皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 中学生区間選考会】 

１ 期 日：令和３年１１月２０日（土） 

２ 会 場：鴻巣市立陸上競技場 

３ 種 目：３０００ｍ 

４ 参 加 料：１０００円（平成国際大学長距離競技会の参加料と同額。） 

５ 申込方法：皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 埼玉県代表選手 中学生区間選考要項参照 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

駅伝強化副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  

 

 

 

 

 

 

 



令和 ３年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

 

 

令和３年度 第３７回東日本女子駅伝競走大会 

埼玉県代表選手 高校生区間選考要項 
 

 

【東日本女子駅伝競走大会 選考方法】 

選考レースを実施する。（出場基準を設ける） 

期  日：令和３年１０月３日（日） 

場  所：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

参 加 料：８００円 

申込締切：令和３年 ９月１６日（木）１７：００ 

選考方法：中学生長距離記録会にて選考レース（３０００ｍ）を行い、その結果を踏まえ、駅伝強化委員会が若

干名を推薦し、駅伝選手選考会議を経て理事会にて審議決定する。 

     ※なお、県大会以上の競技成績を考慮する場合もある。 

     ※若干名とは、一般カテゴリーとの関係で不確定。 

 

【東日本女子駅伝競走大会 選考レース出場基準】 

①２０２１度（公財）日本陸上競技連盟登録者。 

②３０００ｍの公認記録が１０′００″００以内の者。 

③駅伝強化委員長の推薦のあった者。 

 

【申込方法】 

①所定の申込ファイルを（一財）埼玉陸上競技協会ホームページ（委員会→駅伝強化委員会）よりダウンロードす

る。 

②申込ファイル名を「〇〇高＋東日本女子申込」にする。 

③申込ファイルを添付して、件名は「〇〇高＋東日本女子申込」と入力して下記のメールアドレスに送信する。 

 

申込担当：（一財）埼玉陸上競技協会 駅伝強化委員 小川 雄作（入間向陽高校） 

メールアドレス：koyo.tf@gmail.com 

 

【備考】 

※申込みに不備などあった時は参加を認めないことがあります。 

※競技時間やエントリーリスト等は、（一財）埼玉陸上競技協会ＨＰに掲載します。各自確認してください。 

※当日、受付の際に参加料の支払いと参加申込書を提出してください。なお、参加料については、当日棄権でも

エントリーの人数分お支払いください。 

※アスリートビブス、腰ナンバーは駅伝強化委員会が用意します。レース終了後回収しますので、必ず返却して

ください。なお、安全ピンについては、各自で１２本用意してください。 

※本大会は、令和３年１１月１４日（日）福島県福島市 開催 

 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

駅伝強化副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  

 

 

 

 

 

 

 



令和 ３年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

 

 

令和３年度 第３７回東日本女子駅伝競走大会 

埼玉県代表選手 中学生区間選考要項 
 

 

【東日本女子駅伝競走大会 選考方法】 

選考レースを実施する。（出場基準を設ける） 

期  日：令和３年１０月３日（日） 

場  所：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

参 加 料：６００円 

申込締切：令和３年 ９月１６日（木）１７：００ 

選考方法：中学生長距離記録会にて選考レース（３０００ｍ）を行い、その結果を踏まえ、駅伝強化委員会が３

名を推薦し、駅伝選手選考会議を経て理事会にて審議決定する。 

 

【東日本女子駅伝競走大会 選考レース出場基準】 

今年度において、（公財）日本陸上競技連盟登録者であり、下記①～④のいずれかの基準を満たしていること。 

①「全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会」女子８００ｍまたは女子１５００ｍの入賞者。 

②「埼玉県学校総合体育大会」女子８００ｍまたは女子１５００ｍの入賞者。 

③３０００ｍ１０′１５″００以内（公認記録）の者。※期限は、選考レース申込締切日まで。 

④１５００ｍ４′４５″００以内（公認記録）の者。※期限は、選考レース申込締切日まで。 

※なお、１年生は東日本女子駅伝競走大会の出場規定により、上記の基準を満たしても選考レースには出場でき

ません。 

 

【申込方法】 

①所定の申込ファイルを（一財）埼玉陸上競技協会ホームページ（委員会→駅伝強化委員会）よりダウンロードす

る。 

②申込ファイル名を「〇〇中＋東日本女子申込」にする。 

③申込ファイルを添付して、件名は「〇〇中＋東日本女子申込」と入力して下記のメールアドレスに送信する。 

④確認のため参加申込書を担当者にＦＡＸ送信する。 

※出場の際は、学校長の承認を得ること。 

 

申込担当：（一財）埼玉陸上競技協会 駅伝強化委員 佐藤 友彬（さいたま市立白幡中学校） 

申込ＦＡＸ：０４８－８３６－１５８７ 

確認電話番号：０４８－８６１－３２０３ 

メールアドレス：saitama_ekiden_jhs@yahoo.co.jp 

 

【備考】 

※中学生長距離記録会への申込はしないでください。 

※競技時間やエントリーリスト等は、（一財）埼玉陸上競技協会ＨＰに掲載します。各自確認してください。 

※当日、受付の際に参加料の支払いとＦＡＸ送信した参加申込書を提出してください。なお、参加料について

は、当日棄権でもエントリーの人数分お支払いください。 

※アスリートビブス、腰ナンバーは駅伝強化委員会が用意します。レース終了後回収しますので、必ず返却して

ください。なお、安全ピンについては、各自で１２本用意してください。 

 ※本大会は、令和３年１１月１４日（日）福島県福島市 開催 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

駅伝強化副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  

 

 

mailto:saitama_ekiden_jhs@yahoo.co.jp


令和 ３年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

 

 

令和３年度 天皇盃 第２７回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 

埼玉県代表選手 中学生区間選考要項 
 

 

【天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 選考方法】 

選考レースを実施する。（出場基準を設ける） 

期  日：令和３年１１月２０日（土） 

場  所：鴻巣市立陸上競技場 

参 加 料：１０００円（平成国際大学長距離競技会の参加料と同額。） 

申込締切：令和３年１１月１５日（月）１７：００ 

選考方法：平成国際大学長距離競技会にて選考レース（３０００ｍ）を行い、その結果を踏まえ、駅伝強化委員

会が３名を推薦し、駅伝選手選考会議を経て理事会にて審議決定する。 

 

【天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 選考レース出場基準】 

今年度において、（公財）日本陸上競技連盟登録者であり、下記①～④のいずれかの基準を満たしていること。 

①「全日本中学校陸上競技選手権大会」男子１５００ｍまたは男子３０００ｍの入賞者。 

②「関東中学校陸上競技大会」共通男子１５００ｍまたは共通男子３０００ｍの入賞者。 

③「埼玉県学校総合体育大会」男子３０００ｍの５位以内の者。 

④３０００ｍ９′０１″００以内（公認記録）の者。※期限は、選考レース申込締切日までとする。 

※なお、１年生は『天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会』の出場規定により、上記の基準を満たしても選

考レースには出場できません。 

 

【申込方法】 

①所定の申込ファイルを（一財）埼玉陸上競技協会ホームページ（委員会→駅伝強化委員会）よりダウンロードす

る。 

②申込ファイル名を「〇〇中＋都道府県男子申込」にする。 

③申込ファイルを添付して、件名は「〇〇中＋都道府県男子申込」と入力して下記のメールアドレスに送信する。 

④確認のため参加申込書を担当者にＦＡＸ送信する。 

※出場の際は、学校長の承認を得ること。 

 

申込担当：（一財）埼玉陸上競技協会 駅伝強化委員 佐藤 友彬（さいたま市立白幡中学校） 

申込ＦＡＸ：０４８－８３６－１５８７ 

確認電話番号：０４８－８６１－３２０３ 

メールアドレス：saitama_ekiden_jhs@yahoo.co.jp 

 

【備考】 

※平成国際大学長距離競技会への申込はしないでください。 

※競技時間やエントリーリスト等は、（一財）埼玉陸上競技協会ＨＰに掲載します。各自確認してください。 

※当日、受付の際に参加料の支払いとＦＡＸ送信した参加申込書を提出してください。なお、参加料について

は、当日棄権でもエントリーの人数分お支払いください。 

※アスリートビブス、腰ナンバーは駅伝強化委員会が用意します。レース終了後回収しますので、必ず返却して

ください。なお、安全ピンについては、各自で１２本用意してください。 

※本大会は、令和４年１月２３日（日）広島県広島市 開催 

 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

駅伝強化副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  

 

mailto:saitama_ekiden_jhs@yahoo.co.jp


令和 ３年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

 

 

令和３年度 皇后盃 第４０回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 

埼玉県代表選手 中学生区間選考要項 
 

 

【皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 選考方法】 

選考レースを実施する。（出場基準を設ける） 

期  日：令和３年１１月２０日（土） 

場  所：鴻巣市立陸上競技場 

参 加 料：１０００円（平成国際大学長距離競技会の参加料と同額。） 

申込締切：令和３年１１月１５日（月）１７：００ 

選考方法：平成国際大学長距離競技会にて選考レース（３０００ｍ）を行い、その結果を踏まえ、駅伝強化委員

会が３名を推薦し、駅伝選手選考会議を経て理事会にて審議決定する。 

 

【皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 選考レース出場基準】 

今年度において、（公財）日本陸上競技連盟登録者であり、下記①～⑤のいずれかの基準を満たしていること。 

①「全日本中学校陸上競技選手権大会」女子１５００ｍの入賞者。 

②「関東中学校陸上競技大会」共通女子１５００ｍの入賞者。 

③「埼玉県学校総合体育大会」女子１５００ｍ５位以内の者。 

④３０００ｍ１０′１０″００以内（公認記録）の者。※期限は、選考レース申込締切日まで。 

⑤１５００ｍ４′４３″００以内（公認記録）の者。※期限は、選考レース申込締切日まで。 

※なお、１年生は『皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会』の出場規定により、上記の基準を満たしても選

考レースには出場できません。 

 

【申込方法】 

①所定の申込ファイルを（一財）埼玉陸上競技協会ホームページ（委員会→駅伝強化委員会）よりダウンロードす

る。 

②申込ファイル名を「〇〇中＋都道府県女子申込」にする。 

③申込ファイルを添付して、件名は「〇〇中＋都道府県女子申込」と入力して下記のメールアドレスに送信する。 

④確認のため参加申込書を担当者にＦＡＸ送信する。 

※出場の際は、学校長の承認を得ること。 

 

申込担当：（一財）埼玉陸上競技協会 駅伝強化委員 佐藤 友彬（さいたま市立白幡中学校） 

申込ＦＡＸ：０４８－８３６－１５８７ 

確認電話番号：０４８－８６１－３２０３ 

メールアドレス：saitama_ekiden_jhs@yahoo.co.jp 

 

【備考】 

※平成国際大学長距離競技会への申込はしないでください。 

※競技時間やエントリーリスト等は、（一財）埼玉陸上競技協会ＨＰに掲載します。各自確認してください。 

※当日、受付の際に参加料の支払いとＦＡＸ送信した参加申込書を提出してください。なお、参加料について

は、当日棄権でもエントリーの人数分お支払いください。 

※アスリートビブス、腰ナンバーは駅伝強化委員会が用意します。レース終了後回収しますので、必ず返却して

ください。なお、安全ピンについては、各自で１２本用意してください。 

※本大会は、令和４年１月１６日（日）京都府京都市 開催 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

駅伝強化副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  
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