
第25回 小瀬カーニバル 兼 66回国民体育大会第二次選考会 

 

1.主  催   山梨陸上競技協会           

2.主  管   山梨陸上競技協会 

3.期  日    平成23年4月29日(金）・30日(土）  両日競技開始 9時30分（雨天決行）       

4.会  場   山梨中銀スタジアム・補助競技場・球技場(金)    

5.競技種目  ◆ 男 子（21種目）   100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 5000m  110mJH  110mH  400mH  

3000mSC 5000mW  4×100mR  4×400mR  走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳  

砲丸投5.0K,6.0K,7.26K 円盤投1.75K,2.0K ハンマー投6.0K,7.26K やり投   

◆ 小学校男子(5種目)  100m  1000m  4×100mR  走幅跳  ソフトボール投   

◆ 女 子（19種目）   100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mYH 100mH 400mH  5000mW  

4×100mR  4×400mR  走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳  

砲丸投4.0K 円盤投1.0K ハンマー投4.0K やり投   

◆ 小学校女子(5種目)  100m  800m  4×100mR  走幅跳  ソフトボール投   

6.競技日程   ◇ 1日目（4月29日） 

100m 400m 1500m 100mYH  100mH 110mJH  110mH 3000mSC  4×100mR   

棒高跳 走幅跳 円盤投 ハンマー投   

◇ 2日目（4月 30日） 

200m 800m 1000m(小男)  3000m  5000m  5000mW 400mH  4×400mR   

走高跳 三段跳 砲丸投 やり投  ソフトボール投    

7.競技規定  2011年度の日本陸上競技連盟規則並びに本大会申し合わせ事項による。 

8.参加資格   日本陸上競技連盟に登記登録された競技者であること(高校生以上)。 

9.参加制限  1人何種目でも可とする。 
10.参加申込   山梨陸協ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞから申込ファイルをダウンロードし、必要事項を入力のうえ、yamanashitf@gmail.com 

にこの申込書を添付したメールを送信すること。２～３日以内に､申込確認の返信メールを山梨陸協から送

信する。メール送信後５日経っても申込確認の返信メールが届かない場合は､下記に電話にて問い合わせ

ること。また、一度入金された参加料はいかなる場合でも返金しない。ただし災害や事故等による中止の場合は

主催者が判断して決定する。また参加料納入証明書（送金証明書）の写しを必ず申込書に添付して､次の住所

に送付すること。 

 山梨陸上競技協会  〒400-0024 山梨県甲府市北口2-14-14 

Tel 055-251-4581（10:00～11:30・土､日､祝日は休み）     

申込〆切  平成23年4月15日(金）必着 

11.参加料   1種目 300円(小学校)・600円(中学校）・800円(高校)・1200円(一般） 

リレー1種目  600円(小学校)・1700円(中学校）・2200円(高校､一般)を、 

         各団体でまとめて、次の口座に振込で納入すること｡   振込先は、山梨中央銀行 本店   

口座番号 普通 １９７７５２３  山梨陸上競技協会 財務委員会   代表  四條 勉 

12.表  彰  各種目優勝者には､山梨陸協から賞状を授与する。また､希望者には記録証を発行する。 

13.その他  （1）ナンバーカードは各自で作成すること。 

         （2）棒高跳のポール・やりについては、検査を受け、承認されたものに限り使用できる。 

その他の競技用具は、すべて主催者が用意したものを使用する。 

         （3）当競技場は全天候舗装であり、スパイクシューズのピンの長さは、9mm以下とする。 

ただし、走高跳・やり投は12mm以下とする。 

（4）競技会出場中の映像、写真、記事、記録等のインターネット、テレビ、新聞、雑誌等の掲載権は 

主催者に属する。主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱う。 

（5）競技場内における物品の商標の大きさは、日本陸上競技連盟の規則による。 

        （6）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。 

        （7）万一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。   

（8）主催者は競技中に発生した傷害や紛失その他の事故に対して応急処置は行うが、以後の責任は 

一切負わない。 



送金内訳

		　　				送金内訳表 ソウキンウチワケヒョウ

				◎参加料(登録料）の送金が完了しましたら、この用紙を サンカリョウトウロクリョウソウキンカンリョウヨウシ

				山梨陸上競技協会事務局にFAXまたは申込書と一緒に郵送して下さい。 ヤマナシリクジョウキョウギキョウカイジムキョクモウシコミショイッショユウソウクダ

						〒４００－００２４　甲府市北口２－１４－１４ コウフシキタグチ

						山梨文化会館東館内　 ヤマナシブンカカイカンヒガシカンナイ				山梨陸上競技協会　事務局 ヤマナシリクジョウキョウギキョウカイジムキョク

						TEL　＆　FAX　０５５－２５１－４５８１

				　大会名 タイカイメイ

				　団体名 ダンタイメイ

				記載責任者名 キサイセキニンシャメイ

				連絡先(携帯番号） レンラクサキケイタイバンゴウ

								　　人数 ニンズウ		　種目数 シュモクスウ		　単価 タンカ		　　　　　金　額 キンガク

		参加料 サンカリョウ		個人種目 コジンシュモク		一般､大学 イッパンダイガク						$1,200		$0

						　高校生 コウコウセイ						$800		$0

						　中学生 チュウガクセイ						$600		$0

						　小学生 ショウガクセイ						$300		$0

				　リレー種目 シュモク		一般､大学 イッパンダイガク						$2,200		$0

						　高校生 コウコウセイ						$2,200		$0

						　中学生 チュウガクセイ						$1,700		$0

						　小学生 ショウガクセイ						$600		$0

				　登　録　料 ノボルロクリョウ

				　合　計　金　額 ゴウケイキンガク										0

						送金明細票貼り付け欄 ソウキンメイサイヒョウハツラン

				グランプリ1st、2nd、FINALは、当日受付で支払ってください。 トウジツウケツケシハラ

				県長距離記録会は、参加料が異なります。 ケンチョウキョリキロクカイサンカリョウコト





申込様式個人種目

		

		☆注意事項
　・参加料は銀行振込を願います。山梨中央銀行　本店営業部　1977523　山梨陸上競技協会財務委員会　四條　勉
　・タイムテーブルを大会１週間前を目安に山梨陸協のホームページに掲載します。
　・メールにて申込を行うとともに、振込用紙を貼った用紙を陸協に送付して下さい。
　　　　　　申込を受け付けたという内容の返信を送りますので、必ずご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・記載例に従って入力してください。　
　・小学校・中学校・高校・大学・一般の見分けをつけるため、年齢を入れてください。
　・氏名の間に全角スペース１文字を入れてください。フリガナは半角とし名字と名前の間は半角スペースを入れて下さい。
　　　　２種目以上の場合にも「同」及び「〃」は使わずに願います。
　・記録は番組編成時に使用しますので、最近の記録を入れてください。11秒15→11.15、13分53秒18→13.53.18　53m53cm→53.53　
　・所属は７文字以内として下さい。
　・シートは所属で１シート（男女）で、個人種目申込用紙には１００種目までとし、超える場合は男女でシートを分けてください。
　・クラブチームの場合は、申込部門（小学生・中学生・高校一般）毎で分けてください。振込用紙は１枚に添付を。
　・メールで送信する際に、ファイルに所属名の名前をつけてください。（例：○×クラブ　H23・・・大会申込） チュウイジコウサンカリョウギンコウヤマナシチュウオウギンコウホンテンエイギョウブヤマナシリクジョウキョウギキョウカイザイムイインカイシジョウツトムタイカイモウシコミオコナモウシコミウツナイヨウヘンシンオクカナラカクニンショウガッコウチュウガッコウコウコウダイガクイッパンミワネンレイイシメイアイダゼンカクモジイハンカクミョウジナマエアイダハンカクイクダシュモクイジョウバアイキロクバングミヘンセイジシヨウサイキンキロクイビョウフンビョウショゾクモジイナイクダショゾクダンジョコジンシュモクモウコヨウシシュモクコバアイダンジョワテンプソウシンサイショゾクメイナマエレイタイカイモウシコミ

		　

		平成２３年度　　大会名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　 ヘイセイネンドタイカイメイ

																個人種目　申込様式

		所属団体名 ショゾクダンタイメイ

		所属代表者名 ショゾクダイヒョウシャメイ

		記載責任者名 キサイセキニンシャメイ

		記載者連絡先 キサイシャレンラクサキ										電話 デンワ

												メール

		番号 バンゴウ		男女 ダンジョ		学年 ガクネン		年齢 ネンレイ		種目名 シュモクメイ		記録 キロク		ナンバー		氏　　　　名 シメイ		フリガナ		所　　　　属 ショゾク		登録都道府県 トウロクトドウフケン

		例 レイ		男 オトコ		3		17		１００ｍ		11.15		1111		山梨　太郎 ヤマナシタロウ		ﾔﾏﾅｼ ﾀﾛｳ		○×高校 コウコウ		山梨 ヤマナシ

		例 レイ		男 オトコ		3		17		Ａ８００ｍ		1.59.21		1111		山梨　太郎 ヤマナシタロウ		ﾔﾏﾅｼ ﾀﾛｳ		○×高校 コウコウ		山梨 ヤマナシ

		例 レイ		女 オンナ		2		16		槍投げ ヤリナ		33.22		1110		山梨　花子 ヤマナシハナコ		ﾔﾏﾅｼ ﾊﾅｺ		○×高校 コウコウ		山梨 ヤマナシ

		1

		2																		0		0

		3																		0		0

		4																		0		0

		5																		0		0

		6																		0		0

		7																		0		0

		8																		0		0

		9																		0		0

		10																		0		0

		11																		0		0

		12																		0		0

		13																		0		0

		14																		0		0

		15																		0		0

		16																		0		0

		17																		0		0

		18																		0		0

		19																		0		0

		20																		0		0

		21																		0		0

		22																		0		0

		23																		0		0

		24																		0		0

		25																		0		0

		26																		0		0

		27																		0		0

		28																		0		0

		29																		0		0

		30																		0		0

		31																		0		0

		32																		0		0

		33																		0		0

		34																		0		0

		35																		0		0

		36																		0		0

		37																		0		0

		38																		0		0

		39																		0		0

		40																		0		0

		41																		0		0

		42																		0		0

		43																		0		0

		44																		0		0

		45																		0		0

		46																		0		0

		47																		0		0

		48																		0		0

		49																		0		0

		50																		0		0

		51																		0		0

		52																		0		0

		53																		0		0

		54																		0		0

		55																		0		0

		56																		0		0

		57																		0		0

		58																		0		0

		59																		0		0

		60																		0		0

		61																		0		0

		62																		0		0

		63																		0		0

		64																		0		0

		65																		0		0

		66																		0		0

		67																		0		0

		68																		0		0

		69																		0		0

		70																		0		0

		71																		0		0

		72																		0		0

		73																		0		0

		74																		0		0

		75																		0		0

		76																		0		0

		77																		0		0

		78																		0		0

		79																		0		0

		80																		0		0

		81																		0		0

		82																		0		0

		83																		0		0

		84																		0		0

		85																		0		0

		86																		0		0

		87																		0		0

		88																		0		0

		89																		0		0

		90																		0		0

		91																		0		0

		92																		0		0

		93																		0		0

		94																		0		0

		95																		0		0

		96																		0		0

		97																		0		0

		98																		0		0

		99																		0		0

		100																		0		0

		101																		0		0

		102																		0		0

		103																		0		0

		104																		0		0

		105																		0		0

		106																		0		0

		107																		0		0

		108																		0		0

		109																		0		0

		110																		0		0

		111																		0		0

		112																		0		0

		113																		0		0

		114																		0		0

		115																		0		0

		116																		0		0

		117																		0		0

		118																		0		0

		119																		0		0

		120																		0		0

		121																		0		0

		122																		0		0

		123																		0		0

		124																		0		0

		125																		0		0

		126																		0		0

		127																		0		0

		128																		0		0

		129																		0		0

		130																		0		0

		131																		0		0

		132																		0		0

		133																		0		0

		134																		0		0

		135																		0		0

		136																		0		0

		137																		0		0

		138																		0		0

		139																		0		0

		140																		0		0

		141																		0		0

		142																		0		0

		143																		0		0

		144																		0		0

		145																		0		0

		146																		0		0

		147																		0		0

		148																		0		0

		149																		0		0

		150																		0		0

		151																		0		0

		152																		0		0

		153																		0		0

		154																		0		0

		155																		0		0

		156																		0		0

		157																		0		0

		158																		0		0

		159																		0		0

		160																		0		0

		161																		0		0

		162																		0		0

		163																		0		0

		164																		0		0

		165																		0		0

		166																		0		0

		167																		0		0

		168																		0		0

		169																		0		0

		170																		0		0

		171																		0		0

		172																		0		0

		173																		0		0

		174																		0		0

		175																		0		0

		176																		0		0

		177																		0		0

		178																		0		0

		179																		0		0

		180																		0		0

		181																		0		0

		182																		0		0

		183																		0		0

		184																		0		0

		185																		0		0

		186																		0		0

		187																		0		0

		188																		0		0

		189																		0		0

		190																		0		0

		191																		0		0

		192																		0		0

		193																		0		0

		194																		0		0

		195																		0		0

		196																		0		0

		197																		0		0

		198																		0		0

		199																		0		0

		200																		0		0



７文字以内で願います



申込様式リレー

		

				平成２３年度　　　　　　　　リレー種目　申込様式 ヘイセイネンドシュモクモウシコミヨウシキ

				番号 バンゴウ		種目名 シュモクメイ		男女 ダンジョ		ナンバー		氏　名 シメイ		フリガナ		登録都道府県 トウロクトドウフケン		所属名 ショゾクメイ		記　録 キロク

				例 レイ		４×１００		男 オトコ		１００		山梨　太郎 ヤマナシタロウ		ﾔﾏﾅｼ ﾀﾛｳ		山梨 ヤマナシ		○×大学 ダイガク		45.12

										１０１		東京　太郎 トウキョウタロウ		ﾄｳｷｮｳ ﾀﾛｳ		東京 トウキョウ		○×大学		45.12

										１０２		山梨　次郎 ヤマナシジロウ		ﾔﾏﾅｼ ｼﾞﾛｳ		山梨 ヤマナシ		○×大学		45.12

										１０３		山梨　三郎 ヤマナシサブロウ		ﾔﾏﾅｼ ｻﾌﾞﾛｳ		山梨 ヤマナシ		○×大学		45.12

										１０４		北海　太郎 ホッカイタロウ		ﾎｯｶｲ ﾀﾛｳ		北海道 ホッカイドウ		○×大学		45.12

										１０５		大阪　太郎 オオサカタロウ		ｵｵｻｶ ﾀﾛｳ		大阪 オオサカ		○×大学		45.12

				1

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

				2

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

				3

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

				4

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

				5

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

				6

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0

																		0		0







