
第３１回全国小学生陸上競技交流大会  山梨県予選会  
 

１． 主  催 一般財団法人 山梨陸上競技協会 

２． 主  管 一般財団法人 山梨陸上競技協会 

３． 後  援 公益財団法人 日本陸上競技連盟 公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団 

４.  協  賛 日清食品ホールディングス株式会社 

５． 期  日 平成２７年７月４日（土） 

                受付け時刻：午前８時３０分，競技開始時刻：午前９時３０分 

６． 会  場 山梨中銀スタジアム 

７． 種  目 

   ４・５・６年学年別：１００ｍ，１０００ｍ（男子）/８００ｍ（女子），走幅跳 

     ４・５・６共  通：４×１００ｍＲ(３年生以下は不可），８０ｍＨ，走高跳，ボール投 

   ３ 年 生 以 下：１００ｍ，１０００ｍ（男子）/８００ｍ（女子），走幅跳 

８． 参加資格 

    ① 県内に在住，または在校する小学校生とします。 

    ② 保護者，または責任者の同伴が可能な児童とします。 

９． 参加制限 

    ① １人１種目とします。（リレーは除く）  

    ② リレーは所属チームから１チームだけの参加とします（５名エントリーが望ましい）。

     ③ リレーのチーム編成は，次のいずれかによります。 

     (ｱ) 各小学校区単位 (ｲ) スポーツ少年団単位 (ｳ) その他のクラブチーム単位 

10． 参 加 料 

     参加料は１種目３００円，リレーは１チーム６００円とします。 

11． 申込期日  平成２７年６月８日（月）午後５時必着 

   （FAX の場合は確認の電話を入れ、後日正式な申込書を必ず送って下さい。） 

12．  申込場所   

        山梨陸協ホームページから「全国小学生交流大会大会予選会専用申込書」をダウンロード

しｅ-mail にて申し込んでください。折り返し確認メールを送ります。 

    申込先 nakaryou＠kai.ed.jp 中村亮二宛 

    また，上記申込書を印刷し，参加料振り込み用紙を添付して山梨陸協宛に送付して下さい。 

     〒400 ｰ 0024 甲府市北口 2-14-14 山梨文化会館東別館内 

          山梨陸上競技協会 宛，  ＴＥＬ ０５５－２５１－４５８１ 

13.   申 込 書 参加申し込み書（必ずふりがなをつけ所属はクラブ名で） 

14.   表   彰 １位～８位までに賞状を，参加者全員に参加賞を贈ります。 

15.   そ の 他 

   ①この大会は，平成２７年度日本陸上競技連盟規則（全国大会要項）に従い実施します。 

   ②トラック競技は，申し込み状況によりタイムレースとすることがあります。 

   ③リレー競技におけるテイクオーバーゾーン手前の補助ゾーン（１０ｍ）の使用を認めます。 

   ④８０ｍＨは，高さ７０ｃｍ，インターバル７．０ｍ，スタート～ 第１ハードルまで１３ｍで

   ９台とします 

  ⑤走り高跳びの跳び方は「はさみ跳び」に限り，足からの着地とします。 

   ⑥ボール投げはソフトボール公認１号球を使用し，助走は１５ｍ以内とします。 

  ⑦リレー申込みメンバーの中に個人種目での全国大会参加者がいる場合，4 年生以下がいる場 

合はリレーチームは全国大会へは参加できません。 

  ⑧走幅跳は学年別とするが，５・６年生は決勝を行い最上位者が全国大会出場の権利を得ます。 

   ⑨ナンバーカードは主催者で用意し，当日午前８時３０分～午前９時００分に配布します。 

   ⑩全国大会への参加資格は 

   ２００３年４月２日～２００５年４月１日までに生まれた者（小学校５・６年の年齢に該当

する児童） 

６年生１００ｍ（男女各１名），５年生１００ｍ（同），８０ｍＨ（同）４×１００ｍＲ（男

女各１チーム），走幅跳（男女各１名），走高跳（同），ボール投（同）。 

  ⑪参加者の大会中の傷害については，応急の措置を講じますが，その後の責任は傷害保険の適応 

   範囲内で行いますのでご承知おきください。    

   ⑫本大会についてのお問い合わせは上記の山梨陸上競技協会事務局までお願いします。 

平成27年5月17日訂正



初期設定

		

		ｺｰﾄﾞ		種目 シュモク

		102		100m

		106		1000m

		112		80mH

		134		走高跳

		136		走幅跳

		169		ﾎﾞｰﾙ投 ナ

		ｺｰﾄﾞ		種目 シュモク

		202		100m

		205		800m

		212		80mH

		234		走高跳

		236		走幅跳

		269		ﾎﾞｰﾙ投 ナ





入力上の諸注意

		第３１回全国小学生交流大会申込ファイル入力上の諸注意 ダイカイゼンコクショウガクセイコウリュウタイカイモウシコミ																																5/13/15

		＊　２つのシートに分かれています。入力するシートは水色の「申込一覧表男子」とピンク色の「申込一覧表女子」です。 ワニュウリョクミズイロモウシコミイチランヒョウダンシイロモウシコミイチランヒョウジョシ

		＊　色がついてあるセルは、自動的に出力されるセルなので、入力しないようにしてください。 イロジドウテキシュツリョクニュウリョク

		＊　この大会の所属名はリレーのチームごとに異なる可能性があるので，一つの団体で複数の所属名があってかまいません。 タイカイショゾクメイコトカノウセイヒトダンタイフクスウショゾクメイ

		＊　コード番号は、右側にあるコード番号の表を見て、入力して下さい。男子、女子で異なります。 バンゴウミギガワバンゴウヒョウミニュウリョククダダンシジョシコト

		＊　最近の持ち記録（最高記録）がある場合は記録の欄に入力してください。リレーも同様です。記録がない場合は空欄のままでよいです。 サイキンモキロクサイコウキロクバアイキロクランニュウリョクドウヨウキロクバアイクウラン

		＊　この申込方法では、個票は必要ありません。 モウシコミホウホウコヒョウヒツヨウ

		＊　入力する必要のないセルにはロックがかかっています。何かの理由ではずしたい場合は「シート保護の解除」をしてください。 ニュウリョクヒツヨウナニリユウバアイホゴカイジョ

		＊　共通種目以外、学年別になりますので、学年の入力は慎重にお願いします。なお、３年生以下は同じ種別となります。 キョウツウシュモクイガイガクネンベツガクネンニュウリョクシンチョウネガネンセイイカオナシュベツ

		＊　入力終了後、ファイル名の中に団体名を入力し、指定されたアドレス（nakaryou@kai.ed.jp）まで送信してください。 ニュウリョクシュウリョウゴメイナカダンタイメイニュウリョクシテイソウシン

		＊　入力上のことで何かありましたら，遠慮なく下記までお尋ねください。 ニュウチカラジョウナニエンリョカキタズ

				※　なお、不明な点がありましたら、大月西小学校　吉澤　直樹 フメイテンオオツキニシショウガッコウヨシザワナオキ

				　　まで問い合わせてください。 トア

						学校ＴＥＬ　０５５４－２２－０１０８ ガッコウ

						学校ＦＡＸ　０５５４－２２－１０９６ ガッコウ

						携帯　　　　０９０－３４０５－２８０５ ケイタイ

						e-mail   YRB03150@nifty.ne.jp　（注　0-ｾﾞﾛ） チュウ

								注）データの申し込みアドレスとは違います チュウモウコチガ





申込一覧表男子

		団体名 ダンタイメイ

		申込責任者氏名 モウシコミセキニンシャシメイ

		申込責任者 連絡先電話番号 モウシコミセキニンシャレンラクサキデンワバンゴウ

		申込責任者 連絡先携帯番号 モウシコミセキニンシャレンラクサキケイタイバンゴウ

		申込責任者 連絡先メールアドレス（あれば） モウシコミセキニンシャレンラクサキ

				氏　名		氏名ﾌﾘｶﾞﾅ シメイ		年 ネン		所属名 ショゾクメイ		所属名ﾌﾘｶﾞﾅ ショゾクメイ		ナンバー		性		ｺｰﾄﾞ		個人種目 コジン		記録		ﾘﾚｰ		リレー記録 キロク

				全角で入力 
名字と名の間は
全角スペース ゼンカクニュウリョクミョウジナアイダゼンカク		必ず半角ｶﾀｶﾅで入力
名字と名の間半角ｽﾍﾟｰｽ カナラハンカクニュウリョクミョウジナアイダハンカク		半角 ハンカク		漢字ひらがなは全角
ｶﾀｶﾅ･英数はどちらも可 カンジゼンカクエイスウカ		必ず半角で入力 カナラハンカクニュウリョク		記入しない キニュウ				コード表から半角数字 ヒョウハンカクスウジ				記録がある場合は半角数字で入力 キロクバアイハンカクスウジニュウリョク		ﾘﾚｰへ出場する生徒のみ シュツジョウセイト		ﾘﾚｰ記録がある場合は半角数字で入力 キロクバアイハンカクスウジニュウリョク				男子
コード表 ダンシヒョウ

		例 レイ		吉沢　直樹 ヨシザワナオキ		ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ		6		甲州陸上クラブ コウシュウリクジョウ		ｺｳｼｭｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ				1		102		100m		15.34		ﾘﾚｰ		1.05.43				ｺｰﾄﾞ		種目 シュモク

		例 レイ		吉沢　一郎 ヨシザワイチロウ		ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ		5		甲州陸上クラブ コウシュウリクジョウ		ｺｳｼｭｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ				1		136		走幅跳		4m23								102		100m

		例 レイ		吉澤　太郎 ヨシザワタロウ		ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾛｳ		5		甲州陸上クラブ コウシュウリクジョウ		ｺｳｼｭｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ				1				0				ﾘﾚｰ		1.05.43				106		1000m

		例 レイ		吉沢　二郎 ヨシザワニロウ		ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞﾛｳ		4		甲州AC コウシュウ		ｺｳｼｭｳAC				1		106		1000m		3.23.43								112		80mH

		1														1				0										134		走高跳

		2														1				0										136		走幅跳

		3														1				0										169		ﾎﾞｰﾙ投 ナ

		4														1				0

		5														1				0

		6														1				0

		7														1				0

		8														1				0

		9														1				0

		10														1				0

		11														1				0

		12														1				0

		13														1				0

		14														1				0

		15														1				0

		16														1				0

		17														1				0

		18														1				0

		19														1				0

		20														1				0

		21														1				0

		22														1				0

		23														1				0

		24														1				0

		25														1				0

		26														1				0

		27														1				0

		28														1				0

		29														1				0

		30														1				0

		31														1				0

		32														1				0

		33														1				0

		34														1				0

		35														1				0

		36														1				0

		37														1				0

		38														1				0

		39														1				0

		40														1				0

		41														1				0

		42														1				0

		43														1				0

		44														1				0

		45														1				0

		46														1				0

		47														1				0

		48														1				0

		49														1				0

		50														1				0

		51														1				0

		52														1				0

		53														1				0

		54														1				0

		55														1				0

		56														1				0

		57														1				0

		58														1				0

		59														1				0

		60														1				0

		61														1				0

		62														1				0

		63														1				0

		64														1				0

		65														1				0

		66														1				0

		67														1				0

		68														1				0

		69														1				0

		70														1				0

		71														1				0

		72														1				0

		73														1				0

		74														1				0

		75														1				0

		76														1				0

		77														1				0

		78														1				0

		79														1				0

		80														1				0

		81														1				0

		82														1				0

		83														1				0

		84														1				0

		85														1				0





申込一覧表女子

		団体名 ダンタイメイ

		申込責任者氏名 モウシコミセキニンシャシメイ

		申込責任者 連絡先電話番号 モウシコミセキニンシャレンラクサキデンワバンゴウ

		申込責任者 連絡先携帯番号 モウシコミセキニンシャレンラクサキケイタイバンゴウ

		申込責任者 連絡先メールアドレス（あれば） モウシコミセキニンシャレンラクサキ

				氏　名		氏名ﾌﾘｶﾞﾅ シメイ		年 ネン		所属名 ショゾクメイ		所属名ﾌﾘｶﾞﾅ ショゾクメイ		ナンバー		性		ｺｰﾄﾞ		個人種目 コジン		記録		ﾘﾚｰ		リレー記録 キロク

				全角で入力 
名字と名の間は
全角スペース ゼンカクニュウリョクミョウジナアイダゼンカク		必ず半角ｶﾀｶﾅで入力
名字と名の間半角ｽﾍﾟｰｽ カナラハンカクニュウリョクミョウジナアイダハンカク		半角 ハンカク		漢字ひらがなは全角
ｶﾀｶﾅ･英数はどちらも可 カンジゼンカクエイスウカ		必ず半角で入力 カナラハンカクニュウリョク		記入しない キニュウ				コード表から半角数字 ヒョウハンカクスウジ				記録がある場合は半角数字で入力 キロクバアイハンカクスウジニュウリョク		ﾘﾚｰへ出場する生徒のみ シュツジョウセイト		ﾘﾚｰ記録がある場合は半角数字で入力 キロクバアイハンカクスウジニュウリョク				女子
コード表 オンナコヒョウ

		例 レイ		吉沢　直子 ヨシザワナオコ		ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｺ		6		甲州陸上クラブ コウシュウリクジョウ		ｺｳｼｭｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ				2		202		100m		15.34		ﾘﾚｰ		1.05.43				ｺｰﾄﾞ		種目 シュモク

		例 レイ		吉沢　一子 ヨシザワイチコ		ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁｺ		4		甲州陸上クラブ コウシュウリクジョウ		ｺｳｼｭｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ				2		205		800m		3.04.23								202		100m

		例 レイ		吉沢　花子 ヨシザワハナコ		ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾅｺ		5		甲州陸上クラブ コウシュウリクジョウ		ｺｳｼｭｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ				2				0				ﾘﾚｰ		1.05.43				205		800m

		例 レイ		吉沢　良子 ヨシザワヨシコ		ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼｺ		4		甲州AC コウシュウ		ｺｳｼｭｳAC				2		234		走高跳		1m15								212		80mH

		1														2				0										234		走高跳

		2														2				0										236		走幅跳

		3														2				0										269		ﾎﾞｰﾙ投 ナ

		4														2				0

		5														2				0

		6														2				0

		7														2				0

		8														2				0

		9														2				0

		10														2				0

		11														2				0

		12														2				0

		13														2				0

		14														2				0

		15														2				0

		16														2				0

		17														2				0

		18														2				0

		19														2				0

		20														2				0

		21														2				0

		22														2				0

		23														2				0

		24														2				0

		25														2				0

		26														2				0

		27														2				0

		28														2				0

		29														2				0

		30														2				0

		31														2				0

		32														2				0

		33														2				0

		34														2				0

		35														2				0

		36														2				0

		37														2				0

		38														2				0

		39														2				0

		40														2				0

		41														2				0

		42														2				0

		43														2				0

		44														2				0

		45														2				0

		46														2				0

		47														2				0

		48														2				0

		49														2				0

		50														2				0

		51														2				0

		52														2				0

		53														2				0

		54														2				0

		55														2				0

		56														2				0

		57														2				0

		58														2				0

		59														2				0

		60														2				0

		61														2				0

		62														2				0

		63														2				0

		64														2				0

		65														2				0

		66														2				0

		67														2				0

		68														2				0

		69														2				0

		70														2				0

		71														2				0

		72														2				0

		73														2				0

		74														2				0

		75														2				0

		76														2				0

		77														2				0

		78														2				0

		79														2				0

		80														2				0

		81														2				0

		82														2				0

		83														2				0

		84														2				0

		85														2				0







