
 大 会 申 込 時 入 力 方 法       Ｈ２３版 
「申込一覧表Ａ」以外の入力厳禁。また行や列の挿入や削除等も絶対にしないで下さい！！ 
 １ Ｅｘｃｅｌを起動し、セキュリティﾚﾍﾞﾙを中に変更（ﾂｰﾙ→ﾏｸﾛ→ｾｷｭﾘﾃｨ→ﾚﾍﾞﾙを中に変更）。 
     その後ファイルを呼び出す。（「マクロを有効にする」をクリック） 
 ２ 大会名の入力（印刷後、手書きも可） 
 ３ 学校コードを半角数字で入力＝別紙学校コード表参照    
   ＊学校名、住所、電話番号が自動表示されます。（変更がある場合は手書き） 
   ＊校長名、顧問名は印刷後手書き可。 
 ４ 氏名・学年・フリガナ・性別・ナンバーを入力。 
   １）No   ＝登録番号（ゼッケン番号）を半角で入力。 
   ２）氏 名 ＝全角文字で入力。姓と名の間を一文字空ける。（左詰め） 
   ３）フリガナ＝カタカナ半角で入力し、姓と名の間を半角空ける。（左詰め） 
   ４）学 年 ＝半角数字で入力。 
   ５）性 別  ＝ 男子＝「１」  女子＝「２」   半角数字で入力 
 ５ 種目コード（半角数字）入力。（別紙種目コード表参照）  

男女によりコード番号が違います。  
男子１００ｍ出場の場合＝「102」 
〔半角数字で入力→種目が自動的に表示されます〕 

   女子走り高跳び出場の場合＝「234」 
〔半角数字で入力→種目が自動的に表示されます〕 

 ６ 最高記録（半角数字入力）の入力。（番組編成時に使用）   
    ＊記録がわからない場合は空欄のまま、記録入力はケタを間違えないよう注意！ 
    昨年の秋以降の記録で願います。特にリレーについては入力を願います。 
    記録で自動的に番編されます。 
   １）トラック ＝ １００ｍ  １０”９９ の場合     
                       ５０００ｍ １４’４８”６１の場合       
                       ５０００ｍ １４’４８”６の場合    
     ２）フィールド＝全種目「ｍ」に直す。（少数で表示して下さい） 
       走高跳      １ｍ５６ の場合     
       やり投     ４０ｍ２４  の場合      

ｺｰﾄﾞ 種目1 分 秒  ｍ ｺｰﾄﾞ 種目2 分 秒  ｍ 
102 100m  10 99 134 走高跳    1.56 
109 5000m 14 48 61 157 やり投    40.24 
109 5000m 14 48 6 136 走幅跳     

 

160 八種競技    4215 136 走幅跳    5.50 

 

   ３）リレーについて 
申込一覧表Ａの各選手の種目４、５の所に入力して下さい。ただし６名までです。 

  高校総体・新人大会時には各１チームですので、それぞれのコードは 
男子４００ｍＲ→130、   男子１６００ｍＲ→132 
女子  〃  →230、   女子  〃   →232   です。   

山梨県選手権・学年別大会等では ２チーム目は 
    男子４００ｍＲ→170、   男子１６００ｍＲ→172 

女子  〃  →270、   女子  〃   →272  
 で入力をしてください。 

ｺｰﾄﾞ 種目4 分 秒  ｺｰﾄﾞ 種目5 分 秒  
130 4X100mR  45 22 132 4X400mR 3 15 32 
130 4X100mR  45 22      

 

130 4X100mR  45 22 132 4X400mR 3 15 32 

 

 ７ 男子入力後、続けて女子を入力。（男女で９０人入力できます）男女は空白を空けずに入力。 
 ８ 「参加人数一覧表」に各種目の参加人数を入力し印刷して下さい 
 ９ 「申込一覧表Ａ印刷」（Ａ４横３枚の設定になっています） 
   ＊印刷された用紙を必ず確認して下さい。 
１０ ファイルの保存（ﾌｧｲﾙの種類＝Excel  ﾌｧｲﾙ名例＝総体甲府工.XLS ファイル名で高校がわかるよう

に願います。） 
・学年別大会は当日参加料を願います。 
・山梨県選手権大会においては、高校の形式で良いですが、陸協への大会申込です。 

                     個人申込種目数 
                                          リレー申込種目数 

を書き込み、裏に「振り込み書」を添付で提出して下さい。 
申込ファイル内容 
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シート名の変

更・追加・削

除はしないで

下さい 

「データ取得」このシートは入

力削除等絶対にしないで下さ

い。 

男子１ページ、女子を

２ページとかに分け

なくて、続けて入力願

います。 



Ｈ２３種目 コ ー ド 一 覧 表

男子競技ｺｰﾄﾞ 種　目 女子競技ｺｰﾄﾞ 種　目

101 60m 201 60m

102 100m 202 100m

103 200m 203 200m

104 400m 204 400m

105 800m 205 800m

106 1000m 206 1000m

107 1500m 207 1500m

108 3000m 208 3000m

109 5000m 209 5000m

110 10000m 210 10000m

113 100mH 214 100mYH

117 110mH中　 215 100mH

118 110mJH

119 110mH

123 400mH男 221 400mH女

126 3000mSC男 225 3000mSC女

128 5000mW 228 5000mW

129 10000mW 229 10000mW

130 4X100mR 230 4X100mR

131 4X200mR 231 4X200mR

132 4X400mR 232 4X400mR

133 ｽｴｰﾃﾞﾝﾘﾚｰ 233 ｽｴｰﾃﾞﾝﾘﾚｰ

134 走高跳 234 走高跳

135 棒高跳 235 棒高跳

136 走幅跳 236 走幅跳

137 三段跳 237 三段跳

140 砲丸投(4.0kg) 240 砲丸投(4.0kg)

141 砲丸投(5.0kg)

142 砲丸投(6.0kg)

143 砲丸投(7.26kg)

245 円盤投(1.0kg)

147 円盤投(1.75kg)

148 円盤投(2.0kg)

152 ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 250 ﾊﾝﾏｰ投(4.0kg)

153 ﾊﾝﾏｰ投(7.26kg）

156 やり投(700g) 255 やり投(600g)

157 やり投(800g)

158 十種競技　 261 七種競技　

160 八種競技　

165 四種競技 266 四種競技

169 ボール投 269 ボール投

170 4X100mRB 270 4X100mRB

172 4X４00mRＢ 272 4X４00mRＢ
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Ｈ２３学校 コ ー ド 一 覧 表

学校ｺｰﾄﾞ 所属団体名 住　　所 電　話

153104 韮崎高等学校 韮崎市若宮町三丁目２－１ 0551-22-2415

153105 韮崎工業高等学校 韮崎市竜岡町若尾新田５０－１ 0551-22-1531

153106 甲府第一高等学校 甲府市美咲二丁目１３－４４ 055-253-3525

153107 甲府南高等学校 甲府市中小河原町２２２ 055-241-3191

153109 甲府工業高等学校 甲府市塩部二丁目７－１ 055-252-4896

153112 山梨農林高等学校 甲斐市西八幡４５３３ 055-276-2611

153113 巨摩高等学校 南アルプス市小笠原１５００－２ 055-282-1163

153114 増穂商業高等学校 南巨摩郡増穂町最勝寺１３７２ 0556-22-3185

153115 市川高等学校 西八代郡市川大門町１７３３－２ 055-272-1161

153116 峡南高等学校 南巨摩郡身延町三沢２４１７ 0556-37-0686

153117 身延高等学校 南巨摩郡身延町梅平１２０１－２ 0556-62-1045

153118 笛吹高等学校 笛吹市石和町市部３ 055-262-2135

153119 山梨園芸高等学校 笛吹市石和町中川１４００ 055-262-4135

153120 日川高等学校 山梨市一町田中１０６２ 0553-22-2321

153121 山梨高等学校 山梨市上神内川１９４ 0553-22-1621

153122 塩山高等学校 塩山市三日市場４４０－１ 0553-33-2542

153123 都留高等学校 大月市大月二丁目１１－２０ 0554-22-3125

153124 谷村工業高等学校 都留市上谷５－７－１ 0554-43-2101

153125 桂高等学校 都留市四日市場９０９ 0554-43-4375

153126 吉田高等学校 富士吉田市下吉田２０７５－２ 0555-22-2540

153129 甲府西高等学校 甲府市下飯田四丁目１－１ 055-228-5161

153130 甲府東高等学校 甲府市酒折一丁目１７－１ 055-237-6931

153131 富士河口湖高等学校 南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１ 0555-73-2511

153132 甲府城西高等学校 甲府市下飯田一丁目９－１ 055-223-3101

153133 甲府商業高等学校 甲府市上今井町３００ 055-241-7511

153134 大月短大附属高等学校 大月市御太刀一丁目１６－２ 0554-22-6255

153135 甲陵高等学校 北杜市長坂町長坂上条２００３ 0551-32-3050

153136 上野原高等学校 北都留郡上野原町八ツ沢５５５ 0554-62-4510

153137 甲府昭和高等学校 中巨摩郡昭和町西条３０００ 055-275-6177

153138 白根高等学校 南アルプス市上今諏訪１１８０ 055-284-3031

153139 北杜高等学校 北杜市長坂町渋沢１００７－１９ 0551-20-4025

153140 富士北稜高等学校 富士吉田市新西原一丁目２３－１ 055-22-4161

153441 かえで支援 甲府市東光寺二丁目25-1 055-223-6355

153451 盲 甲府市下飯田二丁目10-2 055-226-3361

153452 ろう 山梨市大野1009 0553-22-1378

153453 甲府養護 甲府市下飯田二丁目10-3 055-226-3322

153454 あけぼの支援 韮崎市旭町上條南割3313-1 0551-22-6131

153455 わかば支援 南アルプス市有野2739 055-285-1750

153456 やまびこ支援 大月市富浜町宮谷1497 0554-23-1943

153457 ふじざくら支援 南都留郡河口湖町船津字剣丸尾6663-1 0555-72-5161

153501 山梨英和高等学校 甲府市愛宕町１１２ 055-252-6184

153502 甲府湯田高等学校 甲府市青沼三丁目１０－１ 055-233-0127

153503 身延山高等学校 南巨摩郡身延町身延３５６７ 0556-62-3500

153504 駿台甲府高等学校 甲府市塩部二丁目８－１ 055-253-6211

153505 山梨学院大附属高等学校 甲府市酒折三丁目３－１ 055-224-1600

153506 東海大学甲府高等学校 甲府市金竹町１－１ 055-227-1111

153507 日本大学明誠高等学校 北都留郡上野原町上野原３２００ 0554-62-5161

153508 帝京第三高等学校 北巨摩郡小淵沢町２１４８ 0551-36-2411

153509 富士学苑高等学校 富士吉田市緑ヶ丘一丁目１－１ 0555-22-0696

153510 日本航空高等学校 甲斐市双葉町宇津谷４４５ 0551-28-3355

490039 山梨大学 甲府市武田４－４－３７ 055-220-8004

491007 都留文科大学 都留市田原三丁目８－１ 0554-43-4347

492158 山梨学院大学 甲府市酒折二丁目４－５ 055-233-1111

492339 帝京科学大学 北都留郡上野原町八ツ沢２５２５ 0554-63-4411
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申込一覧表A

		所属ｺｰﾄﾞ														【 大 会 名 】 ダイカイメイ																						大会申込一覧表 タイカイモウシコミイチランヒョウ																																		NO.1

		学 校 名				0																																																		校 長 名																印 イン

		所 在 地				0										［		電話								0						]																								顧 問 名

																１種目　　　　記録　　 シュモクキロク												２種目　　記録 シュモクキロク												３種目　　記録 シュモクキロク																４種目（400mR） 記録 シュモクキロク										５種目（1600mR）　記録 シュモクキロク

				No		氏　　名		ﾌﾘｶﾞﾅ		登録陸協 トウロクリクキョウ		学年 ガクネン		性 セイ		ｺｰﾄﾞ		種目1		分 フン		秒 ビョウ				ｍ		ｺｰﾄﾞ		種目2		分 フン		秒 ビョウ				ｍ		ｺｰﾄﾞ		種目3		分 フン		秒 ビョウ				ｍ						ｺｰﾄﾞ		種目4		分 フン		秒 ビョウ				ｺｰﾄﾞ		種目5		分 フン		秒 ビョウ

		1																												0												0																0										0

		2																0												0												0																0										0

		3																0												0												0																0										0

		4																0												0												0																0										0

		5																0												0												0																0										0

		6																0												0												0																0										0

		7																0												0												0																0										0

		8																0												0												0																0										0

		9																0												0												0																0										0

		10																0												0												0																0										0

		11																0												0												0																0										0

		12																0												0												0																0										0

		13																0												0												0																0										0

		14																0												0												0																0										0

		15																0												0												0																0										0

		16																0												0												0																0										0

		17																0												0												0																0										0

		18																0												0												0																0										0

		19																0												0												0																0										0

		20																0												0												0																0										0

		21																0												0												0																0										0

		22																0												0												0																0										0

		23																0												0												0																0										0

		24																0												0												0																0										0

		25																0												0												0																0										0

		26																0												0												0																0										0

		27																0												0												0																0										0

		28																0												0												0																0										0

		29																0												0												0																0										0

		30																0												0												0										0						0										0

		所属ｺｰﾄﾞ				0										【 大 会 名 】 ダイカイメイ																						大会申込一覧表 タイカイモウシコミイチランヒョウ																																		NO.2

		学 校 名				0																																																		校 長 名																印 イン

		所 在 地				0										［		電話								0						]																								顧 問 名

																１種目　　記録　　 シュモクキロク												２種目　　記録 シュモクキロク												３種目　　記録 シュモクキロク																４種目（400mR） 記録 シュモクキロク										５種目（1600mR）　記録 シュモクキロク

				No		氏　　名		ﾌﾘｶﾞﾅ				学年 ガクネン		性 セイ		ｺｰﾄﾞ		種目1		分 フン		秒 ビョウ				ｍ		ｺｰﾄﾞ		種目2		分 フン		秒 ビョウ				ｍ		ｺｰﾄﾞ		種目3		分 フン		秒 ビョウ				ｍ						ｺｰﾄﾞ		種目4		分 フン		秒 ビョウ				ｺｰﾄﾞ		種目4		分 フン		秒 ビョウ

		31																0												0												0																0										0

		32																0												0												0																0										0

		33																0												0												0																0										0

		34																0												0												0																0										0

		35																0												0												0																0										0

		36																0												0												0																0										0

		37																0												0												0																0										0

		38																0												0												0																0										0

		39																0												0												0																0										0

		40																0												0												0																0										0

		41																0												0												0										0		0				0										0

		42																0												0												0										0		0				0										0

		43																0												0												0										0		0				0										0

		44																0												0												0										0		0				0										0

		45																0												0												0										0		0				0										0

		46																0												0												0										0		0				0										0

		47																0												0												0										6		6				0										0

		48																0												0												0																0										0

		49																0												0												0																0										0

		50																0												0												0																0										0

		51																0												0												0																0										0

		52																0												0												0																0										0

		53																0												0												0																0										0

		54																0												0												0																0										0

		55																0												0												0																0										0

		56																0												0												0																0										0

		57																0												0												0																0										0

		58																0												0												0										0						0										0

		59																0												0												0										0						0										0

		60																0												0												0										0						0										0

																																																				0

		所属ｺｰﾄﾞ				0										【 大 会 名 】 ダイカイメイ																						大会申込一覧表 タイカイモウシコミイチランヒョウ																																		NO.3

		学 校 名				0																																																		校 長 名																印 イン

		所 在 地				0										［		電話								0						]																								顧 問 名

																１種目　　記録　　 シュモクキロク												２種目　　記録 シュモクキロク												３種目　　記録 シュモクキロク																４種目（400mR） 記録 シュモクキロク										５種目（1600mR）　記録 シュモクキロク

				No		氏　　名		ﾌﾘｶﾞﾅ				学年 ガクネン		性 セイ		ｺｰﾄﾞ		種目1		分 フン		秒 ビョウ				cm		ｺｰﾄﾞ		種目2		分 フン		秒 ビョウ				cm		ｺｰﾄﾞ		種目3		分 フン		秒 ビョウ				cm						ｺｰﾄﾞ		種目4		分 フン		秒 ビョウ				ｺｰﾄﾞ		種目4		分 フン		秒 ビョウ

		61																0												0												0																0										0

		62																0												0												0																0										0

		63																0												0												0																0										0

		64																0												0												0																0										0

		65																0												0												0																0										0

		66																0												0												0																0										0

		67																0												0												0																0										0

		68																0												0												0																0										0

		69																0												0												0																0										0

		70																0												0												0																0										0

		71																0												0												0										0		0				0										0

		72																0												0												0										0		0				0										0

		73																0												0												0										0		0				0										0

		74																0												0												0										0		0				0										0

		75																0												0												0										0		0				0										0

		76																0												0												0										0		0				0										0

		77																0												0												0										6		6				0										0

		78																0												0												0																0										0

		79																0												0												0																0										0

		80																0												0												0																0										0

		81																0												0												0																0										0

		82																0												0												0																0										0

		83																0												0												0																0										0

		84																0												0												0																0										0

		85																0												0												0																0										0

		86																0												0												0																0										0

		87																0												0												0																0										0

		88																0												0												0										0						0										0

		89																0												0												0										0						0										0

		90																0												0												0										0						0										0

																																																				0





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





データ取得

		db		mc		n1		n2				sx		gaku		kc		s1						kiroku		s2						kiroku		s3						kiroku		s4						tm		s5						tm

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.																																																																0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.		0		0		0		0.						0		0.

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23





Ｒデータ

		

						db		n1		n2		no				s1		s2		Tm

		４００ｍＲ（男子） ダンシ		チーム１		0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

		４００ｍＲ（女子） ジョシ		チーム4		0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

		１６００ｍＲ（男子） ダンシ		チーム１		0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

		１６００ｍＲ（女子） ジョダンシ		チーム４		0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0

						0		0		0



R



初期設定

						種 目 ・ 学 校 （所 属）コ ー ド 一 覧 表 シュモクガッコウショゾクイチランヒョウ

		競技ｺｰﾄﾞ キョウギ		種　目 シュモク				学校ｺｰﾄﾞ ガッコウ		所属団体名		住　　所 ジュウショ		電　話 デンワ

		101		60m				153104		韮崎高等学校		韮崎市若宮町三丁目２－１		0551-22-2415		韮崎　		ﾆﾗｻｷ

		102		100m				153105		韮崎工業高等学校		韮崎市竜岡町若尾新田５０－１		0551-22-1531		韮崎工業　		ﾆﾗｻｷｺｳｷﾞｮｳ

		103		200m				153106		甲府第一高等学校		甲府市美咲二丁目１３－４４		055-253-3525		甲府第一　		ｺｳﾌｲﾁ

		104		400m				153107		甲府南高等学校		甲府市中小河原町２２２		055-241-3191		甲府南　		ｺｳﾌﾐﾅﾐ

		105		800m				153109		甲府工業高等学校		甲府市塩部二丁目７－１		055-252-4896		甲府工業　		ｺｳﾌｺｳｷﾞｮｳ

		106		1000m				153112		山梨農林高等学校 ヤマナシ		甲斐市西八幡４５３３ カイシ		055-276-2611		農林　		ﾉｳﾘﾝ

		107		1500m				153113		巨摩高等学校		南アルプス市小笠原１５００－２ ミナミイチオガサワラ		055-282-1163		巨摩　		ｺﾏ

		108		3000m				153114		増穂商業高等学校		南巨摩郡増穂町最勝寺１３７２		0556-22-3185		増穂商業　		ﾏｽﾎｼｮｳｷﾞｮｳ

		109		5000m				153115		市川高等学校		西八代郡市川大門町１７３３－２		055-272-1161		市川　		ｲﾁｶﾜ

		110		10000m				153116		峡南高等学校		南巨摩郡身延町三沢２４１７ ミナミコマミノブマチ		0556-37-0686		峡南　		ｷｮｳﾅﾝ

		111		60mH				153117		身延高等学校		南巨摩郡身延町梅平１２０１－２		0556-62-1045		身延　		ﾐﾉﾌﾞ

		112		80mH				153118		笛吹高等学校 フエフキ		笛吹市石和町市部３ フエフキシ		055-262-2135		石和　		ｲｻﾜ

		113		100mH				153119		山梨園芸高等学校		笛吹市石和町中川１４００ フエフキシ		055-262-4135		山梨園芸　		ﾔﾏﾅｼｴﾝｹﾞｲ

		117		110mH中　 チュウ				153120		日川高等学校		山梨市一町田中１０６２		0553-22-2321		日川　		ﾋｶﾜ

		118		110mJH				153121		山梨高等学校		山梨市上神内川１９４		0553-22-1621		山梨　		ﾔﾏﾅｼｴﾝｹﾞｲ

		119		110mH				153122		塩山高等学校		塩山市三日市場４４０－１		0553-33-2542		塩山　		ｴﾝｻﾞﾝ

		123		400mH男 オトコ				153123		都留高等学校		大月市大月二丁目１１－２０		0554-22-3125		都留　		ﾂﾙ

		126		3000mSC男 オトコ				153124		谷村工業高等学校		都留市上谷５－７－１		0554-43-2101		谷村工業　		ﾔﾑﾗｺｳｷﾞｮｳ

		127		3000mW				153125		桂高等学校		都留市四日市場９０９		0554-43-4375		桂　		ｶﾂﾗ

		128		5000mW				153126		吉田高等学校		富士吉田市下吉田２０７５－２		0555-22-2540		吉田　		ﾖｼﾀﾞ

		129		10000mW				153129		甲府西高等学校		甲府市下飯田四丁目１－１		055-228-5161		甲府西　		ｺｳﾌﾆｼ

		130		4X100mR				153130		甲府東高等学校		甲府市酒折一丁目１７－１		055-237-6931		甲府東　		ｺｳﾌﾋｶﾞｼ

		131		4X200mR				153131		富士河口湖高等学校		南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１ フジ		0555-73-2511		富士河口湖　		ﾌｼﾞｶﾜｷﾞﾂｺ

		132		4X400mR				153132		甲府城西高等学校		甲府市下飯田一丁目９－１		055-223-3101		甲府城西　		ｺｳﾌｼﾞｮｳｻｲ

		133		ｽｴｰﾃﾞﾝﾘﾚｰ				153133		甲府商業高等学校		甲府市上今井町３００		055-241-7511		甲府商業　		ｺｳﾌｼｮｳｷﾞｮｳ

		134		走高跳				153134		大月短大附属高等学校		大月市御太刀一丁目１６－２		0554-22-6255		大月　		ｵｵﾂｷ

		135		棒高跳				153135		甲陵高等学校		北杜市長坂町長坂上条２００３ ホクモリシ		0551-32-3050		甲陵　		ｺｳﾘｮｳ

		136		走幅跳				153136		上野原高等学校		北都留郡上野原町八ツ沢５５５		0554-62-4510		上野原　		ｳｴﾉﾊﾗ

		137		三段跳				153137		甲府昭和高等学校		中巨摩郡昭和町西条３０００		055-275-6177		甲府昭和　		ｺｳﾌｼｮｳﾜ

		138						153138		白根高等学校		南アルプス市上今諏訪１１８０ ミナミイチカミイマスワ		055-284-3031		白根　		ｼﾗﾈ

		140		砲丸投(4.0kg)				153139		北杜高等学校 キタモリコウトウガッコウ		北杜市長坂町渋沢１００７－１９ ホクモリシシブサワ		0551-20-4025		北杜　 キタモリ		ﾎｸﾄ

		141		砲丸投(5.0kg)				153140		富士北稜高等学校 フジホクリョウコウトウガッコウ		富士吉田市新西原一丁目２３－１		055-22-4161		富士北稜　 フジホクリョウ		ﾌｼﾞﾎｸﾘｮｳ

		142		砲丸投(6.0kg)				153441		かえで支援 シエン		甲府市東光寺二丁目25-1 コウフシトウコウジ2チョウメ		055-223-6355		かえで支援 シエン		ｶｴﾃﾞｼｴﾝ

		143		砲丸投(7.26kg)				153451		盲 モウ		甲府市下飯田二丁目10-2 コウフシシモイイダ2チョウメ		055-226-3361		盲 モウ		ﾓｳ

		144						153452		ろう		山梨市大野1009 ヤマナシシオオノ		0553-22-1378		ろう		ﾛｳ

		147		円盤投(1.75kg)				153453		甲府支援 コウフシエン		甲府市下飯田二丁目10-3 コウフシシモイイダ2チョウメ		055-226-3322		甲府養護 コウフヨウゴ		ｺｳﾌｼｴﾝ

		148		円盤投(2.0kg)				153454		あけぼの支援 シエン		韮崎市旭町上條南割3313-1 ニラサキシアサヒチョウカミジョウミナミワ		0551-22-6131		あけぼの支援 シエン		ｱｹﾎﾞﾉｼｴﾝ

		152		ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg)				153455		わかば支援 シエン		南アルプス市有野2739 ミナミシアリノ		055-285-1750		わかば支援 シエン		ﾜｶﾊﾞｼｴﾝ

		153		ﾊﾝﾏｰ投(7.26kg）				153456		やまびこ支援 シエン		大月市富浜町宮谷1497 オオツキシトミハマチョウミヤタニ		0554-23-1943		やまびこ支援 シエン		ﾔﾏﾋﾞｺｼｴﾝ

		156		やり投(700g)				153457		ふじざくら支援 シエン		南都留郡河口湖町船津字剣丸尾6663-1 ミナミツルグンカワグチコチョウフナツジケンマルビ		0555-72-5161		ふじざくら支援 シエン		ﾌｼﾞｻﾞｸﾗｼｴﾝ

		157		やり投(800g)				153501		山梨英和高等学校		甲府市愛宕町１１２		055-252-6184		山梨英和　		ﾔﾏﾅｼｴｲﾜ

		158		十種競技　				153502		甲府湯田高等学校		甲府市青沼三丁目１０－１		055-233-0127		甲府湯田　		ｺｳﾌﾕﾀﾞ

		160		八種競技　				153503		身延山高等学校		南巨摩郡身延町身延３５６７ ミノブ		0556-62-3500		身延山　		ﾐﾉﾌﾞｻﾝ

		165		四種競技				153504		駿台甲府高等学校		甲府市塩部二丁目８－１		055-253-6211		駿台甲府　		ｽﾝﾀﾞｲｺｳﾌ

		169		ボール投 ナ				153505		山梨学院大附属高等学校		甲府市酒折三丁目３－１		055-224-1600		山梨学院附属　		ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸ

		170		4X100mRB				153506		東海大学甲府高等学校		甲府市金竹町１－１		055-227-1111		東海大甲府　		ﾄｳｶｲﾀﾞｲｺｳﾌ

		172		4X400mRB				153507		日本大学明誠高等学校		北都留郡上野原町上野原３２００		0554-62-5161		日大明誠　		ﾆﾁﾀﾞｲﾒｲｾｲ

		180		4X100mRC				153508		帝京第三高等学校		北巨摩郡小淵沢町２１４８		0551-36-2411		帝京第三　		ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｻﾝ

		182		4X400mRC				153509		富士学苑高等学校		富士吉田市緑ヶ丘一丁目１－１		0555-22-0696		富士学苑　		ﾌｼﾞｶﾞｸｴﾝ

		201		60m				153510		日本航空高等学校		甲斐市双葉町宇津谷４４５ カイシ		0551-28-3355		日本航空　		ﾆﾎﾝｺｳｸｳ

		202		100m				490039		山梨大学 ヤマナシダイガク		甲府市武田４－４－３７ コウフシタケダ		055-220-8004		山梨大 ヤマナシダイ		ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲ

		203		200m				491007		都留文科大学 ツルブンカダイガク		都留市田原三丁目８－１ ツルシタハラ3チョウメ		0554-43-4347		都留文科大 ツルブンカダイ		ﾂﾙﾌﾞﾝｶﾀﾞｲ

		204		400m				492158		山梨学院大学 ヤマナシガクインダイガク		甲府市酒折二丁目４－５ コウフシサカオリ2チョウメ		055-233-1111		山梨学院大 ヤマナシガクインダイ		ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ

		205		800m				492339		帝京科学大学 テイキョウカガクダイガク		北都留郡上野原町八ツ沢２５２５		0554-63-4411		帝京科学大 テイキョウカガクダイ		ﾃｲｷｮｳｶｶﾞｸ

		206		1000m

		207		1500m

		208		3000m

		209		5000m

		210		10000m

		211		60mH

		212		80mH

		214		100mYH

		215		100mH

		221		400mH女 オンナ

		225		3000mSC女 オンナ

		226

		228		5000mW

		229		10000mW

		230		4X100mR

		231		4X200mR

		232		4X400mR

		233		ｽｴｰﾃﾞﾝﾘﾚｰ

		234		走高跳

		235		棒高跳

		236		走幅跳

		237		三段跳

		238

		240		砲丸投(4.0kg)

		245		円盤投(1.0kg)

		250		ﾊﾝﾏｰ投(4.0kg)

		255		やり投(600g)

		261		七種競技　

		266		四種競技

		269		ボール投 ナ

		270		4X100mRB

		272		4X400mRB

		280		4X100mRC

		282		4X400mRC





