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2012 年 10月 5 日

報道各位

公益社団法人 日本学生陸上競技連合

幹事長 川上 将平

第 30 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会(通称:杜の都駅伝)

出場チーム・選手決定のご案内

仲秋の候、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は本連合主催行事に対して格

別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本連合と読売新聞社は 2012年 10 月 28日(日)に、仙台市において｢第 30 回全日本大学女子駅

伝対校選手権大会｣を開催いたします。

本年は仙台に舞台を移して 8回目の開催となります。本大会には、前回大会 6位までのシード校と

各地区予選を勝ち上がった 19 校、30 回記念大会枠として 2校、それに地元の東北学連選抜(オープン

参加)を加えた計 28 チームが出場します。今年の出場校は 9月 30日(日)までに全国 8地区で行われた

予選で選出され、10 月 3日(水)に締め切られたエントリーで出場選手が決定いたしました。

つきましては、別紙資料を添付させていただきましたので、大会の盛り上げのため、事前にぜひご

紹介いただきたくご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

記

1.日 時 2012年 10 月 28日(日) 午後 0時 10 分スタート

2.コース スタート/仙台市陸上競技場⇒フィニッシュ/仙台市役所前市民広場(6 区間･38.6km)

3.その他 当日(28日)正午より、日本テレビ系 28局による全国生中継を予定しています。

以上

<添付資料>

1 大会要項 P2

2 出場チーム一覧 P3

3 報道取材について P4～6

4 取材申込書 P7

<大会のお問い合わせ>

大会事務局 東北学生陸上競技連盟

〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原 1-5-37-1F

TEL/FAX 022-295-2992

E-mail/ tohokugakuren2992@gmail.com



-2-

2012.10.5

第 30回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 開催要項

1. 主 催 公益社団法人日本学生陸上競技連合、読売新聞社

2. 共 催 仙台市

3. 運営協力 東北学生陸上競技連盟、宮城陸上競技協会、公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団

4. 後 援 文部科学省、宮城県、報知新聞社、日本テレビ放送網、宮城テレビ放送

5. 特別協賛 スターツグループ

6. 協 賛 マイナビ、トヨタ自動車、パナソニック

7. 計時協賛 セイコーホールディングス

8. 協 力 テネリータ、JR東日本

9. 支 援 宮城県警察本部、仙台市交通指導隊、仙台市スポーツ推進委員協議会、仙台市学区民体育振興会連合会

10. 期 日 平成 24年 10月 28日（日）12:10スタート

11. コ ー ス スタート：仙台市陸上競技場 ～ フィニッシュ：仙台市役所前市民広場 6区間 38.6km

12. 参加資格 1) 平成 24年度日本学生陸上競技連合普通会員。

2) 昨年度大会上位 6大学（立命館大学・佛教大学・名城大学・京都産業大学・松山大学・城西大学）で参加

を希望する大学。

3) 各地区学連から参加するチーム数は 19大学とし、各地区学連の代表数は以下の通りとする。

関東５、関西 4、東北・東海・中国四国・九州各 2、北海道・北信越各 1大学

4) 総出場数は 2) の 6大学と 3) の 19大学、オープン参加の東北学連選抜チームを含める 26チームの

ほか、第 30回大会記念として特別枠 2大学を加え、計 28チームでの開催。

13. チーム編成 1チーム 12名（監督 1、マネージャー 1、選手 10）をもって編成する。

14. 申込方法 チームエントリーは、主催者から送付される参加申込用紙に必要事項を記入し、平成 24年 10月 3日（水）

正午までに読売新聞東京本社スポーツ事業部（〒104－8325東京都中央区京橋 2－9－2

E-mail : spopro@yomiuri.com）に申し込むこと。尚、申込については大会事務局の指示に従うこと。

15. 注意事項 ドーピングコントロールテストは JADA 及び JAAF の規則に従い実施する。ドーピングコントロールテスト

を指示された競技者は、競技役員の指示に従ってテストを受けなければならない。

16. 大会事務局 ＜大会 1週間前：10月 22日（月）まで＞

東北学生陸上競技連盟 TEL＆FAX：022-295-2992

〒983－0803 宮城県仙台市宮城野区小田原 1－5－37 1階

E-mail：tohokugakuren2992@gmail.com

HP：http://www.h7.dion.ne.jp/~tgrr3f/

＜10月 23日（火）～10月 28日（日）まで＞

江陽グランドホテル 4F･芙蓉の間 TEL：022-263-6841

〒980－0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-3-1

mailto:spopro@yomiuri.com
mailto:tohokugakuren2992@gmail.com
http://www.h7.dion.ne.jp/~tgrr3f/
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No. 所属連盟 大学名 略称名 出場歴 地区予選

1 シード校 立命館大 立命大 23年連続23回目 （関西）

2 シード校 佛教大 佛教大 13年連続13回目 （関西）

3 シード校 名城大 名城大 14年連続14回目 （東海）

4 シード校 京都産業大 京産大 19年連続19回目 (関西)

5 シード校 松山大 松山大 5年連続5回目 （中国四国）

6 シード校 城西大 城西大 18年連続19回目 (関東)

7 北海道 北海道教育大 北教大 11年連続19回目 1位

8 東北 東北福祉大 東北福大 6年連続10回目 1位

9 東北学院大 東北学大 7年ぶり8回目 2位

10 関東 筑波大 筑波大 9年ぶり22回目 1位

11 大東文化大 大東大 2年連続2回目 2位

12 玉川大 玉川大 14年連続14回目 3位

13 白　大 白　大 18年連続18回目 4位

14 中央大 中央大 2年連続25回目 5位

15 北信越 新潟医療福祉大 新医福大 初出場 1位

16 東海 中京大 中京大 5年連続28回目 1位

17 愛知教育大 愛教大 24年ぶり5回目 2位

18 関西 大阪学院大 大阪学大 4年連続19回目 2位

19 大阪芸術大 大阪芸大 初出場 5位

20 関西大 関西大 5年連続5回目 6位

21 奈良産業大 奈良産大 2年ぶり4回目 7位

22 中国四国 岡山大 岡山大 2年連続2回目 2位

23 東亜大 東亜大 4年連続9回目 3位

24 九州 鹿屋体育大 鹿屋体大 5年連続9回目 1位

25 福岡大 福岡大 3年連続24回目 2位

26 30回 順天堂大 順大 21年連続21回目 (関東)

27 記念枠 日本体育大学 日体大 2年ぶり24回目 (関東)

28 オープン 東北学連選抜 東北学連

第30回全日本大学女子駅伝対校選手権大会出場チーム一覧

（東北大、仙台大、宮城大、福島大、岩手大から計8名で構成）

鷗 鷗
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第 30 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会

報道取材について

1.取材申請

皆様の取材活動が円滑に行われるように、事前申込制を取らせていただきます。

1 本大会の取材を希望される各社は、別紙の｢取材申込書｣をご記入の上、10 月 17日(水)までに取材

受付窓口である読売新聞東京本社スポーツ事業部に FAX(03-5159-5876)で申し込んでください。

2 事前申請の無い場合は、取材ができませんので、ご注意ください。

3 取材は、運動記者クラブ･写真記者協会･日本雑誌協会の各加盟社(準加盟社を含む)、及び陸上競技

専門誌に限らせていただきます。出場大学の広報担当者による取材は、取材受付窓口 (同上、TEL:

03-5159-5880)まで、別途お問い合わせください。

2.大会公式日程

【10月 23日(火)】

午後以降 大会事務局開設 江陽グランドホテル 4F芙蓉の間 TEL:022-263-6841

【10月 27日(土)】

11:30～12:00 メンバーエントリー 江陽グランドホテル 4F千歳の間

13:00～(予定) 監督会議 江陽グランドホテル 4F真珠の間

13:45～(予定) 記者会見 同上

15:00～16:00 開会式 江陽グランドホテル 4F銀河の間

【10月 28日(日)】

12:10～ レーススタート 仙台市陸上競技場⇒仙台市役所前市民広場

15:00～15:40 閉会式 仙台市役所前市民広場

閉会式後 優勝チーム記者会見 仙台市役所 2Fプレスルーム

20:00 大会事務局閉鎖 江陽グランドホテル

※大会本部ホテル･江陽グランドホテル(仙台市青葉区本町 2-3-1 TEL:022-267-5111)

3.事前取材

出場チームの記者会見を以下の通り行います。

<日 時> 10 月 27 日(土)13 時 45 分～(予定)

<会 場> 江陽グランドホテル4F｢真珠の間｣

<出席者> シード校から関係者を数名、東北学連選抜チームを数名(予定)

<受 付> 事前に取材申込を済まされている方は、会場前の受付で社名と名前を確認の上、取材 IDと

関係資料を受け取ってください。
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4.大会当日の取材

【報道受付】

1 報道関係者の受付は、大会前日の記者会見(江陽グランドホテル 4F真珠の間)、あるいは大会当日に

仙台市陸上競技場、仙台市役所正面入口で行います。

2 報道受付にて社名と名前をご確認の上、関係資料を受け取ってください。

3 受付の際は、取材申請書の控えをお持ちください。

4 中継所にて取材される方もはいずれかの会場で受付を行ってから中継所で取材をしてください。

5 報道 ID、カメラゼッケンは大会終了後、仙台市役所正面入口に返却してください。

【取材エリア】

取材できる範囲はスタート、フィニッシュ、各中継所の定められたエリア内及びプレスルームとさせて

いただきます。取材は大会関係役員及び競技審判委員の指示に従って、大会運営並びに競技の妨げになら

ない様、十分なご配慮をお願いいたします。

<スタート地点>(仙台市陸上競技場)

決められた報道エリア内で取材してください。当日は関係者等で混雑が予想されます。報道関係者の方々

にはご迷惑をお掛けしないようにいたしますが、大会役員、競技役員の指示に従って取材を行ってくださ

い。ウォーミングアップ中及びスタート前の選手への取材はご遠慮ください。

<中継所>

1 中継所での取材は中継所主任の指示に従い行って下さい。

2 中継所では受付及び記録の配布は行いません。

3 ウォーミングアップ中、出発前の選手への取材はご遠慮ください。

<フィニッシュ>(仙台市役所前市民広場)

フィニッシュ地点が公道上の為、カメラエリアの設置は先頭フィニッシュ予定時刻の約 10分前となり

ますので、交通規制前の場所取り等はご遠慮ください。

【プレスルームについて】

プレスルームは｢仙台市役所 2F｣に設置します。また、スタート地点となる仙台市陸上競技場 2Fにもプ

レス用の荷物置き場を設置します。各施設の開設時間は以下となります。

｢仙台市役所 2F｣ 10月 28 日(日)午前 10 時～午後 5時

｢仙台市陸上競技場 2F 荷物置き場｣ 10月 28 日(日)午前 10 時～正午

1 レース終了後、｢仙台市役所 2F プレスルーム｣にて優勝チームの記者会見を行います。

2 ｢仙台市役所 2F プレスルーム｣には大会本部が FAX を 1 台設置します。

3 ｢仙台市役所 2F プレスルーム｣にはテレビモニターを設置します。

4 ID カードの無い方はプレスルーム内には入れません。

【ペン記者の皆様へ】

①IDカード②プログラム③関係資料を配付いたします。

【スチールカメラ及び TV関係取材者の皆様へ】

①IDカード②カメラゼッケン③プログラム④関係資料を配付いたします。
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<共同カメラ車について>

1 乗車するカメラマンは主催新聞、写協代表、雑協代表、記録の計 4名に限り乗車できます。大会当

日、仙台市陸上競技場で受付を行い、乗車場所・発車時間等の指示をうけてください。

2 乗車を希望するカメラマンは、取材申請書にその旨を明記してください。また、仙台市陸上競技場

前に待機する共同カメラ車に、スタート前の午前 11 時 50 分までに乗車を完了してください。随行

車両とともに指定場所に移動します。

3 車両運行の関係上、1位のフィニッシュには間に合いませんので予めご了承下さい。

【その他】

<開閉会式>

開会式は、10 月 27 日(土)午後 3 時から、｢江陽グランドホテル 4Ｆ(銀河の間)｣で行います。閉会式は

10月 28 日(日)午後 3時ごろより、｢仙台市役所前市民広場 ステージ｣で行います。

※閉会式が雨天の際は仙台市役所 2F第 3 委員会室で行います。

<共同取材バス>

スタート直後、仙台市陸上競技場を出発し、そのまま仙台市役所に移動します。

乗車は、事前に申込のあった方に限らせていただきます。共同取材バスに乗車して取材される方は大会

当日、午後 0 時 20 分頃(選手が第 1中継所に到着する前)に出発しますので、あらかじめ、仙台市陸上競

技場前に待機する共同取材バスに集合してください。

<公式記録>

競走の経過及び通過記録並びに区間記録の速報は、仙台市役所 2Fプレスルームで配布いたします。競技

終了後は速やかに結果を発表し、成績表を配布します。

<注意事項>

主催者側で駐車場を用意しておりませんので、公共交通機関等をご利用ください。

⇒(仙台市陸上競技場) JR 仙石線宮城野原駅下車 徒歩 5分

(仙台市役所) 市営地下鉄勾当台公園駅下車 徒歩 1分

<大会のお問い合わせ>

【10 月 22日まで】

大会事務局 東北学生陸上競技連盟

〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原 1-5-37-1F

TEL/FAX 022-295-2992

E-mail tohokugakuren2992@gmail.com

-----------------------------------------------

【10 月 23日～28日】

大会事務局 江陽グランドホテル 4F 芙蓉の間

TEL 022-263-6841 (TEL のみ)

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-3-1
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送信先FAX:03-5159-5876 送信日　　　月　　　日

TEL:03-5159-5880

取材者が該当するものに○をつけてください。

責任者

取材ＩＤ受け取り希望場所：　27日(土)記者会見 ／ 28日(日)スタート ／ 28日(日)仙台市役所

※いずれかに○をつけてください。

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ

p s TV/R
27日(土)

記者会見
ｽﾀｰﾄ 第１中継所 第２中継所 第３中継所 第４中継所 第５中継所 ﾌｨﾆｯｼｭ 乗車を希望

乗車を希望

乗車を希望

※　ｐ＝ペン記者　ｓ＝スチールカメラ　TV/R＝テレビ・ラジオ

新聞社・通信社・テレビ・ラジオ・写真記者協会・陸上競技専門誌・その他

社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

読売新聞東京本社スポーツ事業部内　｢全日本大学女子駅伝｣取材受付窓口　宛

第30回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　取材申込書

取材希望者の氏名 共同取材バス

乗車を希望

乗車を希望

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　　   

乗車を希望

携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乗車を希望

乗車を希望

取材希望者全員の名前を記入のうえ、該当する部分を○で囲んでください。共同取材バス及び共同カメラ
車に乗車希望の方は○をつけてください。乗車人数を調整の上、改めて連絡させていただきます。

所属・役職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　  

取材予定箇所


