
事 務 連 絡  

令和 ４年１１月１５日  

 

関係各位 

 

 

（一財）埼玉陸上競技協会駅伝強化委員会  

 

 

天皇盃 第２８回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 

皇后盃 第４１回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 

埼玉県代表選手 ジュニアＢ（中学生）区間選考会について 
 

【期日】 令和４年１１月１９日（土） 

【場所】 鴻巣市立陸上競技場 

【日程】 １２：３０～１３：００ 選手受付 

（フィニッシュ付近でアスリートビブス・腰ナンバー配付） 

１３：００ 引率顧問打ち合わせ（フィニッシュ付近） 

１４：３０ 男子選考会 

１４：４５ 女子選考会 

１５：３０ 推薦候補者に諸連絡 

 

【備考】 

※選考レース受付は、平成国際大学長距離競技会受付ではなく、埼玉陸協駅伝強化委員会受付(フ

ィニッシュ付近)で行います。 

 

※アスリートビブス・腰ナンバーは、埼玉陸協駅伝強化委員会で用意します。 

レース終了後、必ず係に返却してください。なお、安全ピンは各自用意すること。 

 

※エントリーリストを掲載しましたので、ご確認ください。 

なお、漏れがある場合にはご連絡ください。 

 

※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。 

 

 

 
【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会        

駅伝強化委員会副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  



エントリーリスト 
 

天皇盃 第２８回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 中学生区間選考レース 
 

ナンバー 氏   名 所  属 学年 
1 濵崎 修人 鶴ヶ島市立藤中学校 3 
2 新井 陽翔 ふじみ野市立葦原中学校 2 
3 松本 晄空 寄居町立城南中学校 2 
4 馬場  柚 春日部市立江戸川小中学校 2 
5 吉川 一希 日高市立高麗中学校 3 
6 柳本 直輝 春日部市立大沼中学校 2 
7 田島 侑樹 小川町立東中学校 3 
8 武田 大和 小川町立東中学校 2 
9 渡部 智義 昌平中学校 3 
10 後藤 優周 川越市立砂中学校 3 
11 本間 太雲 川越市立砂中学校 2 
12 君山 太一 川越市立鯨井中学校 3 
13 近松  心 川口市立上青木中学校 3 
14 利根川悠樹 さいたま市立尾間木中学校 2 
15 武川 航也 本庄市立本庄南中学校 3 

 

 

 

皇后盃 第４１回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 中学生区間選考レース 

 

ナンバー 氏   名 所  属 学年 
1 齊藤 優空 さいたま市立宮原中学校 2 
2 久保田菜々 さいたま市立木崎中学校 3 
3 小瀧 寧々 越谷市立武蔵野中学校 2 
4 笹井 陽南 深谷市立幡羅中学校 3 
5 渡辺 優衣 所沢市立南陵中学校 3 
6 内山 由菜 熊谷市立富士見中学校 3 
7 木村 美月 鴻巣市立赤見台中学校 2 
8 井手 昌恵 所沢市立東中学校 3 
9 永井 そら 川口市立戸塚西中学校 2 
10 矢部 凜夏 川島町立川島中学校 3 
11 鴨狩 侑奈 草加市立草加中学校 2 
12 佐藤 希娃 川越市立寺尾中学校 2 
13 武田 莉羽 越谷市立栄進中学校 3 
14 福山 若奈 狭山市立狭山台中学校 3 
15 諸貫 姫乃 滑川町立滑川中学校 2 

 

 



令和 ４年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会  

 

 

令和４年度 天皇盃 第２８回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 

埼玉県代表選手 ジュニアＢ（中学生２・３年）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】 

選考会を実施する。（出場基準を設ける） 

期  日：令和４年１１月１９日（土） （平成国際大学長距離競技会） 

場  所：鴻巣市立陸上競技場 

種  目：３０００ｍ 

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４年１１月１４日（月）１７：００ 

選考方法：選考会の結果を踏まえ、駅伝強化委員会が選考基準を基に選考資料を作成し、該当選手を駅伝選手選

考会議へ３名推薦する。駅伝選手選考会議を経て理事会で審議決定する。 

 

【天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会選考会 出場基準】 

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

①「令和４年度 全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会」男子８００ｍ・男子１５００ｍ・男子３０００ｍ

のいずれかの種目の入賞者。 

②「令和４年度 埼玉県学校総合体育大会」男子８００ｍ・男子１５００ｍ・男子３０００ｍのいずれかの種目

の入賞者。 

③「令和４年度 埼玉県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会」男子３０００ｍの３位以内の者。 

④３０００ｍ ９′００″００以内（公認記録）の者。※記録有効期間：令和４年４月１日～申込締切日 

※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、①～④の基準を満たし

ても選考レースには出場できません。 

⑤感染症対策の関係において、各種大会（競技会）の開催状況で出場基準を年度途中で変更することもある。 

 

【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」と入力して次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、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 

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５年１月２２日（日）広島県広島市～廿日市市 開催 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会        

駅伝強化委員会副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  

mailto:saitama_ekiden_jhs@yahoo.co.jp


令和 ４年 ４月 １日  

（一財）埼玉陸上競技協会  

 

 

令和４年度 皇后盃 第４１回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 

埼玉県代表選手 ジュニアＢ（中学生２・３年）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】 

選考会を実施する。（出場基準を設ける） 

期  日：令和４年１１月１９日（土） （平成国際大学長距離競技会） 

場  所：鴻巣市立陸上競技場 

種  目：３０００ｍ 

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４年１１月１４日（月）１７：００ 

選考方法：選考会の結果を踏まえ、駅伝強化委員会が選考基準を基に選考資料を作成し、該当選手を駅伝選手選

考会議へ３名推薦する。駅伝選手選考会議を経て理事会で審議決定する。 

 

【皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会選考会 出場基準】 

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

①「令和４年度 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「令和４年度 埼玉県学校総合体育大会」女子８００ｍまたは女子１５００ｍの入賞者。 

③「令和４年度 埼玉県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会」女子１５００ｍの３位以内の者。 

④１５００ｍ  ４′４５″００以内（公認記録）の者。※記録有効期間：令和４年４月１日～申込締切日 

⑤３０００ｍ １０′１５″００以内（公認記録）の者。※記録有効期間：令和４年４月１日～申込締切日 

※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、①～⑤の基準を満たし

ても選考レースには出場できません。 

⑥感染症対策の関係において、各種大会（競技会）の開催状況で出場基準を年度途中で変更することもある。 

 

【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」と入力して次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、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 

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。 

 

【問い合わせ先】             

（一財）埼玉陸上競技協会        

駅伝強化委員会副委員長 湯川 英昭  

ＴＥＬ ０９０－４８３５－７０３８  

mailto:saitama_ekiden_jhs@yahoo.co.jp

