
 

第65回 山梨県高等学校総合体育大会陸上競技大会 兼 
 

第66回 関東高等学校陸上競技大会 山梨県予選会 兼国体選考会 
 

 
 １．主  催   山梨県教育委員会・山梨県高等学校体育連盟・山梨陸上競技協会 

   
  ２．主  管   山梨県高等学校体育連盟陸上競技専門部 
   
  ３．期  日   ５月 ４日（土） 顧問会議   ８：３０  開会式    ９：００ 
                    競技開始 １０：００  競技終了 １６：００ 
 
              ８日（水） 顧問会議 １０：００ 
                    競技開始 １１：００   競技終了 １８：００ 
 
               ９日（木） 顧問会議   ８：３０ 
                     競技開始  ９：３０  競技終了 １６：００ 
                    閉会式  １７：００ 
  
   ４．会  場   山梨中銀スタジアム 

〒400-0836 甲府市小瀬町840番地  ℡ 055-243-3111 
 
  ５．種  目 
           
  

          男   子           女   子 
 

  ４日 
 
 （土） 

  ４００ｍ     棒高跳 
１５００ｍ    三段跳 

 １１０ｍＨ    円盤投       
  ４×１００ｍＲ    ハンマー投 

     

   ４００ｍ          円盤投 
   １５００ｍ 
   １００ｍＨ 
   ４×１００ｍＲ        
    

  ８日 
 
 （水） 

  １００ｍ     走高跳 
  ８００ｍ         砲丸投 
４００ｍＨ       八種競技 
３０００ｍＳＣ               

  

  １００ｍ          走高跳 
  ８００ｍ           砲丸投 
  ４００ｍＨ      七種競技 
       

   

９日 
 
 （木） 

  ２００ｍ     走幅跳 
  ５０００ｍ        やり投 
  ５０００ｍＷ   八種競技 
  ４×４００ｍＲ   
 

◇２１種目 

  ２００ｍ     走幅跳 
  ３０００ｍ    やり投 
  ５０００ｍＷ   七種競技 
  ４×４００ｍＲ   
 

◇１７種目 

 
 
    ６．参加資格 
    （１）競技者は､学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 
   （２）競技者は､山梨県高等学校体育連盟に加盟している生徒で､山梨陸上競技協会を経て 

（公）日本陸上競技連盟に登録された競技者であること。 
    （３）年齢は平成７年４月２日以降に生まれた者とする。 
       総体への参加回数は３回までとし､同１学年での出場は１回限りとする。    
   （４）全日制課程､定時制課程､通信制課程の生徒による混成は認めない。   
   （５）統廃合の対象となる学校については､当該校を含む合同チームによる大会参加を 

認める。 
（６）転校後､６ｹ月未満の者は参加を認めない（外国人留学生もこれに準じる）｡ 

           ただし､一家転住等やむを得ない場合は､山梨県高等学校体育連盟会長の許可があれば 
この 限りではない。 

    （７）出場する選手は､あらかじめ健康診断を受け､在学する学校長の承認を必要とする。 
 



 
     （８）参加資格の特例 

ア 上記（１）に定める生徒以外で､当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断 
され、山梨県高等学校体育連盟が推薦した生徒について､別途に定める規定に従い､
大会参加を認める。 

 イ 上記（３）の総体への参加回数について､学年の区分を設けない課程に在籍する 
生徒の出場は同一競技３回限りとする。 

      
          ｛大会参加資格の別途に定める規定｝ 

①学校教育法第72条､115条及び134条の学校に在籍し､山梨県高等学校体育連盟の 
大会に参加を認められた生徒であること。 

 
           ②以下の条件を具備すること。 
             （１）大会参加資格を認める条件 
                   ア (公財)全国高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し､それ

を尊重すること。 
           イ 参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては､学齢､修業年限ともに

高等学校と一致していること。また､連携校の生徒による混成は認めない。 
           ウ 各学校にあっては､県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ､全

国大会への出場条件が満たされていること。 
                   エ  各学校にあっては､部活動が教育活動の一環として､日常継続的に責任あ

る顧問教員の指導のもとに適切に行われており､活動時間等が高等学校
に比べて著しく均衡を失していず、運営が適切であること。 

 
                （２）大会参加に際し守るべき条件 
              ア 山梨県高等学校総合体育大会開催基準要項を遵守し､競技規定､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。 
                  イ 大会参加に際しては､責任ある教員が引率するとともに､万一の事故の発

生に備え､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。 

                  ウ 大会開催に要する経費については､応分の負担をすること。 
 
     ７. 引率・監督について 
    （１）引率責任者は､団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の

認める学校の職員とする。 
        （２）監督は､校長が認める指導者とし､それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険   
          （スポーツ）安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 
 
     ８.参加制限  
    （１）本大会の参加は､１種目につき､１校３名以内とする。 
        （２）リレーは､１校１チームとし､エントリーは６名以内とする。 

 （３）同一人の参加種目数は､３種目以内とする。ただし､リレーは除く｡ 
 
     ９．競技方法 
      (１）第６６回関東高等学校対校陸上競技大会の予選を兼ねる。 

（２）本大会における６位までの入賞者（６名・６チーム）は､上記大会の出場権を得る。 
（３）総合体育大会競技として各種目とも１位８点２位７点・・・８位１点として採点し､

総合得点で学校対校順位を決める。 
 
   １０．表彰 

 各種目の１位～３位には高体連賞状を､４位～６位には専門部賞状を授与する。 
 
   １１．申込方法 
      ４月１５日（月）の１７：００までに甲府工業高校の河野公昭先生へ申込様式に必要事

項をもれなく記入し､メール送信すること｡  
申込一覧表・種目別参加人数一覧表をプリントアウトして､公印を捺印し、４月１７日の
高体連理事会に提出すること｡ 

 
          場 所  総合教育センター 笛吹市御坂町成田1456  役員会 １４：００～ 
 



種 目 ・ 学 校 （所 属）コ ー ド 一 覧 表

競技ｺｰﾄﾞ 種　目 学校ｺｰﾄﾞ 所属団体名 住　　所 電　話

102 100m 153104 韮崎高等学校 韮崎市若宮町三丁目２－１ 0551-22-2415

103 200m 153105 韮崎工業高等学校 韮崎市竜岡町若尾新田５０－１ 0551-22-1531

104 400m 153106 甲府第一高等学校 甲府市美咲二丁目１３－４４ 055-253-3525

105 800m 153107 甲府南高等学校 甲府市中小河原町２２２ 055-241-3191

107 1500m 153109 甲府工業高等学校 甲府市塩部二丁目７－１ 055-252-4896

109 5000m 153112 山梨農林高等学校 甲斐市西八幡４５３３ 055-276-2611

118 110mJH 153113 巨摩高等学校 南アルプス市小笠原１５００－２ 055-282-1163

119 110mH 153114 増穂商業高等学校 南巨摩郡増穂町最勝寺１３７２ 0556-22-3185

123 400mH男 153115 市川高等学校 西八代郡市川大門町１７３３－２ 055-272-1161

126 3000mSC男 153116 峡南高等学校 南巨摩郡身延町三沢２４１７ 0556-37-0686

128 5000mW 153117 身延高等学校 南巨摩郡身延町梅平１２０１－２ 0556-62-1045

130 4X100mR 153118 笛吹高等学校 笛吹市石和町市部３ 055-262-2135

132 4X400mR 153119

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

135 棒高跳 153121 山梨高等学校 山梨市上神内川１９４ 0553-22-1621

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

137 三段跳 153123 都留高等学校 大月市大月二丁目１１－２０ 0554-22-3125

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

147 円盤投(1.75kg) 153125 桂高等学校 都留市四日市場９０９ 0554-43-4375

152 ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 153126 吉田高等学校 富士吉田市下吉田２０７５－２ 0555-22-2540

157 やり投(800g) 153129 甲府西高等学校 甲府市下飯田四丁目１－１ 055-228-5161

160 八種競技　 153130 甲府東高等学校 甲府市酒折一丁目１７－１ 055-237-6931

170 4X100mRB 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

180 4X100mRC 153132 甲府城西高等学校 甲府市下飯田一丁目９－１ 055-223-3101

202 100m 153133 甲府商業高等学校 甲府市上今井町３００ 055-241-7511

203 200m 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

204 400m 153135 甲陵高等学校 北杜市長坂町長坂上条２００３ 0551-32-3050

205 800m 153136 上野原高等学校 北都留郡上野原町八ツ沢５５５ 0554-62-4510

207 1500m 153137 甲府昭和高等学校 中巨摩郡昭和町西条３０００ 055-275-6177

208 3000m 153138 白根高等学校 南アルプス市上今諏訪１１８０ 055-284-3031

214 100mYH 153139 北杜高等学校 北杜市長坂町渋沢１００７－１９ 0551-20-4025

215 100mH 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

221 400mH女 153441 かえで支援 甲府市東光寺二丁目25-1 055-223-6355

228 5000mW 153451 盲 甲府市下飯田二丁目10-2 055-226-3361

230 4X100mR 153452 ろう 山梨市大野1009 0553-22-1378

232 4X400mR 153453 甲府支援 甲府市下飯田二丁目10-3 055-226-3322

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

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

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

237 三段跳 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

240 砲丸投(4.0kg) 153501 山梨英和高等学校 甲府市愛宕町１１２ 055-252-6184

245 円盤投(1.0kg) 153502 甲斐清和高等学校 甲府市青沼三丁目１０－１ 055-233-0127

250 ﾊﾝﾏｰ投(4.0kg) 153503 身延山高等学校 南巨摩郡身延町身延３５６７ 0556-62-3500

255 やり投(600g) 153504 駿台甲府高等学校 甲府市塩部二丁目８－１ 055-253-6211

261 七種競技　 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

270 4X100mRB 153506 東海大学甲府高等学校 甲府市金竹町１－１ 055-227-1111

280 4X100mRC 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



申込一覧表A

		所属ｺｰﾄﾞ												【 大 会 名 】 ダイカイメイ				第65回山梨県高等学校総合体育大会陸上競技 ダイカイヤマナシケンコウトウガッコウソウゴウタイイクタイカイリクジョウキョウギ																		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

		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5		分 フン		秒 ビョウ

		1														0												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				第65回山梨県高等学校総合体育大会陸上競技																		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				0

		所 在 地				0								［		電話		0												]																								顧 問 名				0

														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				第65回山梨県高等学校総合体育大会陸上競技																		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				0

		所 在 地				0								［		電話		0												]																								顧 問 名				0

														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

		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





総体

		

		種　目　別　　　　参　加　人　数　一　覧　表 タネメベツサンカヒトカズイチランヒョウ

		大会名 タイカイメイ		高　校　総　合　体　育　大　会 タカコウフサゴウカラダイクダイカイ

		学校名 ガッコウメイ		0		0								人数を入力して提出をして下さい。 ニンズウニュウリョクテイシュツクダ

				男　　子 オトココ		女　　子 オンナコ

		１００ｍ						002		002

		２００ｍ						003		003

		４００ｍ						005		005

		８００ｍ						006		006						の種目は シュモク		実施しない種目です。 ジッシシュモク

		１５００ｍ						008		008

		３０００ｍ								010

		５０００ｍ						011

		５０００ｍＷ								060

		１００ｍＨ								044

		１１０ｍＨ						034

		４００ｍＨ						037		046

		３０００ｍＳＣ						053

		４×１００ｍ						601		601

		４×４００ｍ						603		603

		走　高　跳 ハシタカト						071		071

		棒　高　跳 ボウタカト						072

		走　幅　跳 ハシハバト						073		073

		三　段　跳 サンダント						074

		砲　丸　投 ホウマルナ						086		084

		円　盤　投 エンバントウ						087		088

		ハンマー投 ナ						090

		槍　投 ヤリナ						092		093

		混成競技 コンセイキョウギ						210		202

		参加実人数 サンカジツニンズウ		0		0

		種　目　数 タネメスウ		２１種目 シュモク		１７種目 シュモク

				0		0

		002		002

		003		003

		005		005

		006		006

		008		008

				010

		011

		061

				060

				044

		034

		037		046

		053

		601		601

		603		603

		071		071

		072

		073		073

		074

		086		084

		087		088

		090

		092		093

		210		202





新人

		

		種　目　別　　　　参　加　人　数　一　覧　表 タネメベツサンカヒトカズイチランヒョウ

		大会名 タイカイメイ		高　校　新　人　大　会 タカコウシンジンダイカイ

		学校名 ガッコウメイ		0		0								人数を入力して提出をして下さい。 ニンズウニュウリョクテイシュツクダ

				男　　子 オトココ		女　　子 オンナコ

		１００ｍ						002		002

		２００ｍ						003		003

		４００ｍ						005		005

		８００ｍ						006		006						の種目は シュモク		実施しない種目です。 ジッシシュモク

		１５００ｍ						008		008

		３０００ｍ								010

		５０００ｍ						011

		５０００ｍＷ								060

		１００ｍＨ								044

		１１０ｍＨ						034

		４００ｍＨ						037		046

		３０００ｍＳＣ						053

		４×１００ｍ						601		601

		４×４００ｍ						603		603

		走　高　跳 ハシタカト						071		071

		棒　高　跳 ボウタカト						072

		走　幅　跳 ハシハバト						073		073

		三　段　跳 サンダント						074

		砲　丸　投 ホウマルナ						086		084

		円　盤　投 エンバントウ						087		088

		ハンマー投 ナ						090

		槍　投 ヤリナ						092		093

		混成競技 コンセイキョウギ						210		202

		参加実人数 サンカジツニンズウ		0		0

		種　目　数 タネメスウ		２０種目 シュモク		１７種目 シュモク

				0		0

		002		002

		003		003

		005		005

		006		006

		008		008

				010

		011

		061

				060

				044

		034

		037		046

		053

		601		601

		603		603

		071		071

		072

		073		073

		074

		086		084

		087		088

		090

		092		093

		210		202





学年別

		種　目　別　　　　参　加　人　数　一　覧　表 タネメベツサンカヒトカズイチランヒョウ

		大会名 タイカイメイ		学　年　別　・　1　年　生　大　会 ガクトシベツトシショウダイカイ

		学校名 ガッコウメイ				0

				男　　子 オトココ						女　　子 オンナコ

				１年(Ｂ) ネン		２･３年(Ａ) ネン		共通 キョウツウ		１年(Ｂ) ネン		２･３年(Ａ) ネン		共通 キョウツウ																		人数を入力して提出をして下さい。 ニンズウニュウリョクテイシュツクダ

		１００ｍ																002						002								Ｈ２５は種目を把握していませんのでこの表は使わないで下さい。 シュモクハアクヒョウツカクダ

		２００ｍ														003						003

		４００ｍ																005						005

		８００ｍ																006				006

		１５００ｍ																						008

		３０００ｍ														010										010

		５０００ｍ																011

		１００００ｍ

		５０００ｍＷ																				060

		１００ｍＨ																				044

		１１０ｍＨ														034		034

		４００ｍＨ																034						046

		３０００ｍＳＣ

		４×１００ｍ																		601						601

		４×４００ｍ

		走　高　跳 ハシタカト																		071						071

		棒　高　跳 ボウタカト																072								072

		走　幅　跳 ハシハバト														073						073

		三　段　跳 サンダント																074						074

		砲　丸　投 ホウマルナ																086								084

		円　盤　投 エンバントウ														087								088

		ハンマー投 ナ																090

		槍　投 ヤリナ																092								093

		混成競技 コンセイキョウギ

		申込種目数 モウシコミシュモクスウ

		リレー参加数 サンカスウ

		参加実人数 サンカジツニンズウ		0		0		0		0

		種　目　数 タネメスウ		５種目 シュモク		８種目 シュモク		５種目 シュモク		４種目 シュモク		６種目 シュモク		５種目 シュモク

				2						2

		3						3

				5						5

				6				6

										8

		10										10

				11

						61

								60

								44

		34		34

				34						46

						601						601

						71						71

				72								72

		73						73

				74						74

				86								84

		87								88

				90

				92								93





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.
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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　		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		甲斐清和高等学校 カイセイワコウトウガッコウ		甲府市青沼三丁目１０－１		055-233-0127		甲斐清和 カイセイワ		ｶｲｾｲｶ

		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												山梨大 ヤマナシダイ		ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲ

		203		200m												都留文科大 ツルブンカダイ		ﾂﾙﾌﾞﾝｶﾀﾞｲ

		204		400m												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												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





