
第 12回西脇多可新人高校駅伝競走大会  地元応援について

１  目  的

 今年度で第 12回を迎える西脇多可新人高校駅伝競走大会は参加  130 

チームを超えるなど全国でも有数の駅伝競走大会として駅伝ファンの

みならず多くの方々が西脇市・多可町へ訪れます。  

 この機会を地域づくりに活かし、出場選手との交流を図ることが地

域にとって、また出場者にとってもかけがえのない経験になることが

予想されます。  

 よって、今後は住民参加型のイベントとして地域の力でますますこ

の大会がより良い大会になるよう行うものです。  

２  概  要  

⑴ 応援団体（地域・企業等）は出場校（チーム）の内、１校を選

択し（応援団体が多数の場合は事務局が抽選により応援チームを

決定します）応援してください。  

⑵ 期間は開催日から数えて約 30日前以後からお願いします。

（出場締切りが１月初旬のため）

⑶ 事務局は支障がない限り出場選手との交流のためのスケジュー

ルを設定します。

⑷ 応援団体に承認された場合は、費用の一部を補助する目的で金

30,000円を助成します。

⑸ 申請については指定の様式に計画及び予算を記入の上、提出い

ただきます。なお、事業実施後、事業報告書及び領収証（コピー

）等の提出をお願いします。  

⑹ 募集については広報並びに郵送にて通知いたします。

⑺ その他、取り決めのない事項についてはその都度、事務局と調

整を行い決定します。

３  地域（企業）応援例  

⑴ 公民館、店舗、コース上に応援チームの横断幕やのぼり旗の設

置。（横断幕やのぼり旗は応援団体で作成してください。）

⑵ 地域住民に応援を呼びかけ一体となって応援する。

⑶ 炊き出し等を行い、地域住民及び一般応援者へ振る舞う。

問合せ  

多可町役場生涯学習課  今中孝介・遠藤宏信

TEL 0795-32-5122 FAX 0795-32-1937 



第12回西脇多可新人高校駅伝競走大会
男子出場校 女子出場校

1 茨城県 水戸葵陵 41 京都府 洛南Ｂ 1 埼玉県 埼玉栄 37 京都府 久御山・ 網野
2 群馬県 東農大二 42 大阪府 大阪Ａ 2 千葉県 成田 38 京都府 西京・ 堀川・ 京都学園・ 京都外大西
3 埼玉県 埼玉栄 43 大阪府 大阪Ｂ 3 福井県 鯖江 39 京都府 立命館・ 京都外大西
4 千葉県 成田 44 大阪府 大阪桐蔭 4 山梨県 韮崎 40 兵庫県 加古川西・ 加古川北
5 東京都 國學院久我山Ａ 45 大阪府 関西創価 5 長野県 長野東 41 兵庫県 東播連合Ａ
6 東京都 國學院久我山Ｂ 46 大阪府 関大北陽 42 兵庫県 東播連合Ｂ
7 東京都 東京実業 47 大阪府 履正社 6 静岡県 常葉大菊川Ａ
8 神奈川県 藤沢翔陵 48 奈良県 智辯カレッ ジＡ 7 静岡県 常葉大菊川Ｂ 101 兵庫県 宝塚
9 新潟県 中越 49 奈良県 智辯カレッ ジＢ 8 滋賀県 草津東 102 兵庫県 宝塚北

10 富山県 高岡向陵 50 奈良県 奈良育英 9 滋賀県 滋賀学園 103 兵庫県 小野
11 福井県 敦賀気比 51 和歌山県 田辺 10 京都府 桂Ａ 104 兵庫県 東播磨
12 山梨県 韮崎 52 和歌山県 智辯和歌山 11 京都府 桂Ｂ 105 兵庫県 加古川東
13 長野県 上田西 53 和歌山県 和歌山北 12 京都府 京産大附属 106 兵庫県 篠山鳳鳴
14 長野県 佐久長聖 54 鳥取県 鳥取城北 13 京都府 京都外大西Ａ 107 兵庫県 西脇
15 岐阜県 大垣工業 55 島根県 出雲工業 14 京都府 京都外大西Ｂ 108 兵庫県 西脇工業
16 岐阜県 大垣日大 56 岡山県 倉敷 15 京都府 京都光華Ａ
17 岐阜県 中京院中京 57 岡山県 水島工業 16 京都府 京都光華Ｂ
18 岐阜県 美濃加茂 58 広島県 呉 17 京都府 南陽
19 静岡県 浜松日大 59 広島県 西条農業 18 京都府 福知山成美
20 静岡県 藤枝明誠 60 広島県 広島国際 19 京都府 宮津
21 愛知県 豊川 61 徳島県 つるぎ 20 京都府 桃山
22 愛知県 名経大高蔵Ａ 62 徳島県 徳島科技 21 京都府 立命館宇治
23 愛知県 名経大高蔵Ｂ 63 香川県 小豆島中央 22 大阪府 大阪薫英Ａ
24 三重県 伊賀白鳳 64 香川県 尽誠学園 23 大阪府 大阪薫英Ｂ
25 三重県 四日市工業 65 愛媛県 松山商業 24 大阪府 大阪桐蔭
26 滋賀県 草津東 66 高知県 高知中央 25 大阪府 東大阪敬愛
27 京都府 網野 67 高知県 高知農業 26 奈良県 智辯カレッ ジ
28 京都府 綾部 68 福岡県 大牟田Ａ 27 奈良県 奈良育英
29 京都府 桂Ａ 69 福岡県 大牟田Ｂ 28 和歌山県 智辯和歌山
30 京都府 桂Ｂ 70 熊本県 九州学院 29 和歌山県 和歌山北
31 京都府 京産大付属 71 岐阜県 美濃加茂・ 中津商 30 鳥取県 鳥取城北
32 京都府 京都外大西 72 滋賀県 滋賀学園・ 米原 31 広島県 西条農業
33 京都府 田辺 73 京都府 京都外大西・ 久御山 32 徳島県 つるぎ
34 京都府 南丹 74 京都府 立命館・ 洛南 33 香川県 四学香川西
35 京都府 南陽 75 兵庫県 加古川西・ 県農 34 香川県 高松工芸
36 京都府 東山 76 兵庫県 篠山鳳鳴・ 篠山産業 35 岐阜県 大垣日大・ 中京院中京
37 京都府 福知山成美 77 兵庫県 東播連合 36 岐阜県 中津商・ 美濃加茂
38 京都府 宮津
39 京都府 桃山
40 京都府 洛南Ａ

101 兵庫県 宝塚
102 兵庫県 宝塚北
103 兵庫県 須磨学園 男子 87 チーム
104 兵庫県 東播磨 女子 50 チーム
105 兵庫県 加古川東
106 兵庫県 三木 計 137 チーム
107 兵庫県 柏原
108 兵庫県 西脇
109 兵庫県 西脇工業Ａ
110 兵庫県 西脇工業Ｂ



第 12回西脇多可新人高校駅伝競走大会地域応援計画書 （ 記 入 例 ）  

 

   申込日  令 和 2年 2月 1日  

地域・企業

名  
○ ○ ○ グ ル ー プ  

ふりがな  た か  た ろ う  

代表者名  多 可  太 郎    ㊞  

代表者住所  多 可 町 中 区 中 村 町 123 

応援場所  中 区 中 村 町 135（ ベ ル デ ィ ー ホ ー ル 付 近 ）  

希望応援校  
優先順位（３校選出）  

１  ○ ○ 高 校  ２  △ △ 高 校  ３  ▽ ▽ 高 校  

交流希望  

希望する  ・  希望しない  

 

（交流日時は大会前々日及び前日となります。）  

交流場所  

（交流希望のみ） 
 

事業内容  

１  のぼり作成  

２  横断幕作成  

３  応援手旗作成  

４  応援者炊き出し  

   豚汁、コーヒー提供  

 

予算（案）  

【収入】  

１補助金   30,000円  

２自己資金   1,000円  

 

 

合計     31,000円  

【支出】  

１消耗品費     5,000円  

 おわん、箸  

２材料費     18,000円  

 肉代ほか  

３光熱費      8,000円  

 ガス代  

合計       31,000円  

 

 

 



第 12回西脇多可新人高校駅伝競走大会地域応援計画書  

 

    申込日  令和 2年  月  日  

地域・企業名   

ふりがな   

代表者名                ㊞  

代表者住所   

応援場所   

希望応援校  
優先順位（３校選出）  

１       ２       ３        

交流希望  

希望する  ・  希望しない  

 

（交流日時は大会前々日及び前日となります。）  

交流場所  

（交流希望のみ） 
 

事業内容   

予算（案）  

【収入】  

１補助金     円  

２自己資金  

   円  

 

 

 

 

 

 

合計       円  

 

 

【支出】  

１消耗品費       円  

２材料費        円  

 

 

 

 

 

 

 

合計          円  

 

 



第 12回西脇多可新人高校駅伝競走大会地域応援実施報告書  

 

    報告日  令和 2年  月  日  

地域・企業名   

ふりがな   

代表者名                ㊞  

代表者住所   

応援場所   

応援校   

交流有無  

及び  

内  容  

 

交流場所   

事業内容   

収支決算  

【収入】  

 

 

 

【支出】  

 

※  領収証（コピー）及び活動写真の添付を願いします。  


	第
	男子・女子

	第
	男子・女子




