
色の部分を入力
所属団体名 0
プロ記載名 0 1000円/人 1,000

所属ｶﾅ 0 700円/人
同上所在地 0 500円/人
申込責任者 0 300円/人
連絡責任者 0 1000円/ﾁｰﾑ 1,000

連絡責任者電話 0 200円/冊
TEL　0550-84-0414　 問い合せメール gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

FAX　0550-84-0404
申込書は右記御殿場陸協ホームページからダウンロードできます。 https://gotemba-rk.jimdo.com/

注記
1 予想でも結構ですので自己記録を必ず入力して下さい。それにより組分けしますので、よろしくお願いします。

短距離の場合1/100秒単位で秒はﾄﾞｯﾄ（例100mは11.34）中長距離は秒単位で分はﾄﾞｯﾄ（例5000mは15.45）
フィールドはｍ単位でｍはﾄﾞｯﾄ（例走幅跳は6.30）400m等で1分を超える時は60秒台にして下さい(例62.34)
リレーは6人続けて記入し、リレーの記録も予想で結構ですので、全行記入して下さい。複数ﾁｰﾑの参加は備考欄に
A,B等のチーム名を記入して下さい（備考欄へ）。

2 この申込書に入力し、右記宛先へE-mail添付ファイルで送付して下さい。 gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp
電子メールには件名に所属団体名を明記し、ファイル名も所属団体が分かるようにして下さい。例春季記録会（○○中）.xls、○○少年団ﾞ.xls
件名がない場合には、迷惑メールとして削除しています。送信メールには返信メールを返しますので、確認して下さい。

3 右の表を見て、部門と種目のコードを入力すれば部門名と種目名は自動で表示されます。他はコメントを参考下さい。
4 男子 女子

実施部門､種目
ｺｰﾄﾞ 部門名 種目名 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ｶﾅ 学年 記録 備考 コード 部門名 種目名 コード 部門名 種目名

例 1 小学生男子 50m 1234 御殿場　太郎 ｺﾞﾃﾝﾊﾞ ﾀﾛｳ 2 10.23 1 小学生男子 50m 41 小学生女子 50m
1 2 小学生男子 100m 42 小学生女子 100m
2 3 小学生男子 200m 43 小学生女子 200m
3 4 小学生男子 800m 44 小学生女子 800m
4 5 小学生男子 1500m 45 小学生女子 1500m
5 6 小学生男子 4×100mR 46 小学生女子 4×100mR

6 7 小学生男子 走幅跳 47 小学生女子 走幅跳
7 8 小学生男子 走高跳 48 小学生女子 走高跳
8 9 小学生（混合） 4×100mR 49 中学生女子 100m
9 10 中学生男子 100m 50 中学生女子 200m

10 11 中学生男子 200m 51 中学生女子 400m
11 12 中学生男子 400m 52 中学生女子 800m
12 13 中学生男子 800m 53 中学生女子 1500m
13 14 中学生男子 1500m 54 中学生女子 3000m
14 15 中学生男子 3000m 55 中学生女子 4×100mR
15 16 中学生男子 110mH 56 中学生女子 走幅跳
16 17 中学生男子 4×100mR 57 中学生女子 走高跳
17 18 中学生男子 走幅跳 58 中学生女子 砲丸投
18 19 中学生男子 走高跳 59 一般女子 100m
19 20 中学生男子 砲丸投 60 一般女子 200m
20 21 一般男子 100m 61 一般女子 400m
21 22 一般男子 200m 62 一般女子 800m
22 23 一般男子 400m 63 一般女子 1500m
23 24 一般男子 800m 64 一般女子 3000m
24 25 一般男子 1500m 65 一般女子 4×100mR
25 26 一般男子 3000m 66 一般女子 走幅跳
26 27 一般男子 5000m 67 一般女子 走高跳
27 28 一般男子 4×100mR 68 一般女子 砲丸投
28 29 一般男子 走幅跳
29 30 一般男子 走高跳
30 31 一般男子 砲丸投
31 32 高校男子 砲丸投
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41 小学生女子 50m
41 42 小学生女子 100m
42 43 小学生女子 200m
43 44 小学生女子 800m
44 45 小学生女子 1500m
45 46 小学生女子 4×100mR
46 47 小学生女子 走幅跳
47 48 小学生女子 走高跳
48 49 中学生女子 100m
49 50 中学生女子 200m
50 51 中学生女子 400m
51 52 中学生女子 800m
52 53 中学生女子 1500m
53 54 中学生女子 3000m
54 55 中学生女子 4×100mR
55 56 中学生女子 走幅跳
56 57 中学生女子 走高跳
57 58 中学生女子 砲丸投
58 59 一般女子 100m
59 60 一般女子 200m
60 61 一般女子 400m
61 62 一般女子 800m
62 63 一般女子 1500m
63 64 一般女子 3000m
64 65 一般女子 4×100mR
65 66 一般女子 走幅跳
66 67 一般女子 走高跳
67 68 一般女子 砲丸投
68

第49回　御殿場・小山陸上競技記録会申込書　(御殿場市陸上競技場）

合計金額
一般個人種目参加数
高校個人種目参加数
中学個人種目参加数

小学生個人種目参加数

リレー参加数
プログラム予約数

色付きが今大会の種目になっております。確認にため今一度大会要項を確認してください

問合先
（常駐なし）

参加料は返金しない

mailto:gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp
https://gotemba-rk.jimdo.com/
mailto:gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp
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第49回御殿場・小山陸上競技記録会

				第49回　御殿場・小山陸上競技記録会申込書　(御殿場市陸上競技場）

																																						色の部分を入力

						所属団体名																								合計金額								0

						プロ記載名																								一般個人種目参加数								0		1000.0		1,000

						所属ｶﾅ																								高校個人種目参加数								0		700.0

						同上所在地																								中学個人種目参加数								0		500.0

						申込責任者																								小学生個人種目参加数								0		300.0

						連絡責任者																								リレー参加数								0		1000.0		1,000

						連絡責任者電話																								プログラム予約数								0		200.0

						問合先　　　　　（常駐なし）				TEL　0550-84-0414　												問い合せメール		gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp														参加料は返金しない

										FAX　0550-84-0404

						申込書は右記御殿場陸協ホームページからダウンロードできます。																		https://gotemba-rk.jimdo.com/

		注記

		1		予想でも結構ですので自己記録を必ず入力して下さい。それにより組分けしますので、よろしくお願いします。

				短距離の場合1/100秒単位で秒はﾄﾞｯﾄ（例100mは11.34）中長距離は秒単位で分はﾄﾞｯﾄ（例5000mは15.45）

				フィールドはｍ単位でｍはﾄﾞｯﾄ（例走幅跳は6.30）400m等で1分を超える時は60秒台にして下さい(例62.34)

				リレーは6人続けて記入し、リレーの記録も予想で結構ですので、全行記入して下さい。複数ﾁｰﾑの参加は備考欄に

				A,B等のチーム名を記入して下さい（備考欄へ）。

		2		この申込書に入力し、右記宛先へE-mail添付ファイルで送付して下さい。																				gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

				電子メールには件名に所属団体名を明記し、ファイル名も所属団体が分かるようにして下さい。例春季記録会（○○中）.xls、○○少年団ﾞ.xls

				件名がない場合には、迷惑メールとして削除しています。送信メールには返信メールを返しますので、確認して下さい。

		3		右の表を見て、部門と種目のコードを入力すれば部門名と種目名は自動で表示されます。他はコメントを参考下さい。

		4		色付きが今大会の種目になっております。確認にため今一度大会要項を確認してください																												男子				女子

																																						実施部門､種目

				ｺｰﾄﾞ		部門名				種目名		組		ﾚｰﾝ				ﾅﾝﾊﾞｰ		氏名		氏名ｶﾅ		学年		団体名		団体名ｶﾅ		記録		備考				コード		部門名		種目名		コード		部門名		種目名

		例		1		小学生男子				50m								1234		御殿場　太郎		ｺﾞﾃﾝﾊﾞ ﾀﾛｳ		2						10.23						1		小学生男子		50m		41		小学生女子		50m

		1				0				0																0		0						0		2		小学生男子		100m		42		小学生女子		100m

		2				0				0																0		0						0		3		小学生男子		200m		43		小学生女子		200m

		3				0				0																0		0						0		4		小学生男子		800m		44		小学生女子		800m

		4				0				0																0		0						0		5		小学生男子		1500m		45		小学生女子		1500m

		5				0				0																0		0						0		6		小学生男子		4×100mR		46		小学生女子		4×100mR

		6				0				0																0		0						0		7		小学生男子		走幅跳		47		小学生女子		走幅跳

		7				0				0																0		0						0		8		小学生男子		走高跳		48		小学生女子		走高跳

		8				0				0																0		0						0		9		小学生（混合）		4×100mR		49		中学生女子		100m

		9				0				0																0		0						0		10		中学生男子		100m		50		中学生女子		200m

		10				0				0																0		0						0		11		中学生男子		200m		51		中学生女子		400m

		11				0				0																0		0						0		12		中学生男子		400m		52		中学生女子		800m

		12				0				0																0		0						0		13		中学生男子		800m		53		中学生女子		1500m

		13				0				0																0		0						0		14		中学生男子		1500m		54		中学生女子		3000m

		14				0				0																0		0						0		15		中学生男子		3000m		55		中学生女子		4×100mR

		15				0				0																0		0						0		16		中学生男子		110mH		56		中学生女子		走幅跳

		16				0				0																0		0						0		17		中学生男子		4×100mR		57		中学生女子		走高跳

		17				0				0																0		0						0		18		中学生男子		走幅跳		58		中学生女子		砲丸投

		18				0				0																0		0						0		19		中学生男子		走高跳		59		一般女子		100m

		19				0				0																0		0						0		20		中学生男子		砲丸投		60		一般女子		200m

		20				0				0																0		0						0		21		一般男子		100m		61		一般女子		400m

		21				0				0																0		0						0		22		一般男子		200m		62		一般女子		800m

		22				0				0																0		0						0		23		一般男子		400m		63		一般女子		1500m

		23				0				0																0		0						0		24		一般男子		800m		64		一般女子		3000m

		24				0				0																0		0						0		25		一般男子		1500m		65		一般女子		4×100mR

		25				0				0																0		0						0		26		一般男子		3000m		66		一般女子		走幅跳

		26				0				0																0		0						0		27		一般男子		5000m		67		一般女子		走高跳

		27				0				0																0		0						0		28		一般男子		4×100mR		68		一般女子		砲丸投

		28				0				0																0		0						0		29		一般男子		走幅跳

		29				0				0																0		0						0		30		一般男子		走高跳

		30				0				0																0		0						0		31		一般男子		砲丸投

		31				0				0																0		0						0		32		高校男子		砲丸投

		32				0				0																0		0						0		33

		33				0				0																0		0						0		34

		34				0				0																0		0						0		35

		35				0				0																0		0						0		36

		36				0				0																0		0						0		37

		37				0				0																0		0						0		38

		38				0				0																0		0						0		39

		39				0				0																0		0						0		40

		40				0				0																0		0						0		41		小学生女子		50m

		41				0				0																0		0						0		42		小学生女子		100m

		42				0				0																0		0						0		43		小学生女子		200m

		43				0				0																0		0						0		44		小学生女子		800m

		44				0				0																0		0						0		45		小学生女子		1500m

		45				0				0																0		0						0		46		小学生女子		4×100mR

		46				0				0																0		0						0		47		小学生女子		走幅跳

		47				0				0																0		0						0		48		小学生女子		走高跳

		48				0				0																0		0						0		49		中学生女子		100m

		49				0				0																0		0						0		50		中学生女子		200m

		50				0				0																0		0						0		51		中学生女子		400m

		51				0				0																0		0						0		52		中学生女子		800m

		52				0				0																0		0						0		53		中学生女子		1500m

		53				0				0																0		0						0		54		中学生女子		3000m

		54				0				0																0		0						0		55		中学生女子		4×100mR

		55				0				0																0		0						0		56		中学生女子		走幅跳

		56				0				0																0		0						0		57		中学生女子		走高跳

		57				0				0																0		0						0		58		中学生女子		砲丸投

		58				0				0																0		0						0		59		一般女子		100m

		59				0				0																0		0						0		60		一般女子		200m

		60				0				0																0		0						0		61		一般女子		400m

		61				0				0																0		0						0		62		一般女子		800m

		62				0				0																0		0						0		63		一般女子		1500m

		63				0				0																0		0						0		64		一般女子		3000m

		64				0				0																0		0						0		65		一般女子		4×100mR

		65				0				0																0		0						0		66		一般女子		走幅跳

		66				0				0																0		0						0		67		一般女子		走高跳

		67				0				0																0		0						0		68		一般女子		砲丸投

		68				0				0																0		0						0

		69				0				0																0		0						0

		70				0				0																0		0						0

		71				0				0																0		0						0

		72				0				0																0		0						0

		73				0				0																0		0						0

		74				0				0																0		0						0

		75				0				0																0		0						0

		76				0				0																0		0						0

		77				0				0																0		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

		89				0				0																0		0						0

		90				0				0																0		0						0

		91				0				0																0		0						0

		92				0				0																0		0						0

		93				0				0																0		0						0

		94				0				0																0		0						0

		95				0				0																0		0						0

		96				0				0																0		0						0

		97				0				0																0		0						0

		98				0				0																0		0						0

		99				0				0																0		0						0

		100				0				0																0		0						0

		101				0				0																0		0						0

		102				0				0																0		0						0

		103				0				0																0		0						0

		104				0				0																0		0						0

		105				0				0																0		0						0

		106				0				0																0		0						0

		107				0				0																0		0						0

		108				0				0																0		0						0

		109				0				0																0		0						0

		110				0				0																0		0						0

		111				0				0																0		0						0

		112				0				0																0		0						0

		113				0				0																0		0						0

		114				0				0																0		0						0

		115				0				0																0		0						0

		116				0				0																0		0						0

		117				0				0																0		0						0

		118				0				0																0		0						0

		119				0				0																0		0						0

		120				0				0																0		0						0

		121				0				0																0		0						0

		122				0				0																0		0						0

		123				0				0																0		0						0

		124				0				0																0		0						0

		125				0				0																0		0						0

		126				0				0																0		0						0

		127				0				0																0		0						0

		128				0				0																0		0						0

		129				0				0																0		0						0

		130				0				0																0		0						0

		131				0				0																0		0						0

		132				0				0																0		0						0

		133				0				0																0		0						0

		134				0				0																0		0						0

		135				0				0																0		0						0

		136				0				0																0		0						0

		137				0				0																0		0						0

		138				0				0																0		0						0

		139				0				0																0		0						0

		140				0				0																0		0						0

		141				0				0																0		0						0

		142				0				0																0		0						0

		143				0				0																0		0						0

		144				0				0																0		0						0

		145				0				0																0		0						0

		146				0				0																0		0						0

		147				0				0																0		0						0

		148				0				0																0		0						0

		149				0				0																0		0						0

		150				0				0																0		0						0

		151				0				0																0		0						0

		152				0				0																0		0						0

		153				0				0																0		0						0

		154				0				0																0		0						0

		155				0				0																0		0						0

		156				0				0																0		0						0

		157				0				0																0		0						0

		158				0				0																0		0						0



所属団体名
○○高等学校
○○市立○○中学校　等

自動計算されます。入力できません。

略称でお願いします。
○○高
○○中　等

参加数を入力して下さい。

富士陸協：
アナウンサー用です。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

富士陸協：大会当日競技場にて連絡の取れる方を入力してください。連絡先も同様です。

参加数を入力して下さい。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ注文数を入力して下さい。

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

https://gotemba-rk.jimdo.com/



第63回　御殿場陸上競技選手権大会

				第63回　御殿場陸上競技選手権大会　申込書　(御殿場市陸上競技場）

																																						色の部分を入力

						所属団体名																								合計金額								0

						プロ記載名																								一般個人種目参加数								0		1000.0		1,000

						所属ｶﾅ																								高校個人種目参加数								0		700.0

						同上所在地																								中学個人種目参加数								0		500.0

						申込責任者																								小学生個人種目参加数								0		300.0

						連絡責任者																								リレー参加数								0		1000.0		1,000

						連絡責任者電話																								プログラム予約数								0		200.0

						問合先　　　　　（常駐なし）				TEL　0550-84-0414　												問い合せメール		gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp														参加料は返金しない

										FAX　0550-84-0404

						申込書は右記御殿場陸協ホームページからダウンロードできます。																		https://gotemba-rk.jimdo.com/

		注記

		1		予想でも結構ですので自己記録を必ず入力して下さい。それにより組分けしますので、よろしくお願いします。

				短距離の場合1/100秒単位で秒はﾄﾞｯﾄ（例100mは11.34）中長距離は秒単位で分はﾄﾞｯﾄ（例5000mは15.45）

				フィールドはｍ単位でｍはﾄﾞｯﾄ（例走幅跳は6.30）400m等で1分を超える時は60秒台にして下さい(例62.34)

				リレーは6人続けて記入し、リレーの記録も予想で結構ですので、全行記入して下さい。複数ﾁｰﾑの参加は備考欄に

				A,B等のチーム名を記入して下さい（備考欄へ）。

		2		この申込書に入力し、右記宛先へE-mail添付ファイルで送付して下さい。																				gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

				電子メールには件名に所属団体名を明記し、ファイル名も所属団体が分かるようにして下さい。例春季記録会（○○中）.xls、○○少年団ﾞ.xls

				件名がない場合には、迷惑メールとして削除しています。送信メールには返信メールを返しますので、確認して下さい。

		3		右の表を見て、部門と種目のコードを入力すれば部門名と種目名は自動で表示されます。他はコメントを参考下さい。

		4		色付きが今大会の種目になっております。確認にため今一度大会要項を確認してください																												男子				女子

																																						実施部門､種目

				ｺｰﾄﾞ		部門名				種目名		組		ﾚｰﾝ				ﾅﾝﾊﾞｰ		氏名		氏名ｶﾅ		学年		団体名		団体名ｶﾅ		記録		備考				コード		部門名		種目名		コード		部門名		種目名

		例		1		小学生男子				50m								1234		御殿場　太郎		ｺﾞﾃﾝﾊﾞ ﾀﾛｳ		2						10.23						1		小学生男子		50m		41		小学生女子		50m

		1				0				0																0		0						0		2		小学生男子		100m		42		小学生女子		100m

		2				0				0																0		0						0		3		小学生男子		200m		43		小学生女子		200m

		3				0				0																0		0						0		4		小学生男子		800m		44		小学生女子		800m

		4				0				0																0		0						0		5		小学生男子		1500m		45		小学生女子		1500m

		5				0				0																0		0						0		6		小学生男子		4×100mR		46		小学生女子		4×100mR

		6				0				0																0		0						0		7		小学生男子		走幅跳		47		小学生女子		走幅跳

		7				0				0																0		0						0		8		小学生男子		走高跳		48		小学生女子		走高跳

		8				0				0																0		0						0		9		小学生（混合）		4×100mR		49		中学生女子		100m

		9				0				0																0		0						0		10		中学生男子		100m		50		中学生女子		200m

		10				0				0																0		0						0		11		中学生男子		200m		51		中学生女子		400m

		11				0				0																0		0						0		12		中学生男子		400m		52		中学生女子		800m

		12				0				0																0		0						0		13		中学生男子		800m		53		中学生女子		1500m

		13				0				0																0		0						0		14		中学生男子		1500m		54		中学生女子		3000m

		14				0				0																0		0						0		15		中学生男子		3000m		55		中学生女子		4×100mR

		15				0				0																0		0						0		16		中学生男子		110mH		56		中学生女子		走幅跳

		16				0				0																0		0						0		17		中学生男子		4×100mR		57		中学生女子		走高跳

		17				0				0																0		0						0		18		中学生男子		走幅跳		58		中学生女子		砲丸投

		18				0				0																0		0						0		19		中学生男子		走高跳		59		一般女子		100m

		19				0				0																0		0						0		20		中学生男子		砲丸投		60		一般女子		200m

		20				0				0																0		0						0		21		一般男子		100m		61		一般女子		400m

		21				0				0																0		0						0		22		一般男子		200m		62		一般女子		800m

		22				0				0																0		0						0		23		一般男子		400m		63		一般女子		1500m

		23				0				0																0		0						0		24		一般男子		800m		64		一般女子		3000m

		24				0				0																0		0						0		25		一般男子		1500m		65		一般女子		4×100mR

		25				0				0																0		0						0		26		一般男子		3000m		66		一般女子		走幅跳

		26				0				0																0		0						0		27		一般男子		5000m		67		一般女子		走高跳

		27				0				0																0		0						0		28		一般男子		4×100mR		68		一般女子		砲丸投

		28				0				0																0		0						0		29		一般男子		走幅跳

		29				0				0																0		0						0		30		一般男子		走高跳

		30				0				0																0		0						0		31		一般男子		砲丸投

		31				0				0																0		0						0		32		高校男子		砲丸投

		32				0				0																0		0						0		33		一般男子		3000m障害

		33				0				0																0		0						0		34		一般男子		三段跳

		34				0				0																0		0						0		35

		35				0				0																0		0						0		36

		36				0				0																0		0						0		37

		37				0				0																0		0						0		38

		38				0				0																0		0						0		39

		39				0				0																0		0						0		40

		40				0				0																0		0						0		41		小学生女子		50m

		41				0				0																0		0						0		42		小学生女子		100m

		42				0				0																0		0						0		43		小学生女子		200m

		43				0				0																0		0						0		44		小学生女子		800m

		44				0				0																0		0						0		45		小学生女子		1500m

		45				0				0																0		0						0		46		小学生女子		4×100mR

		46				0				0																0		0						0		47		小学生女子		走幅跳

		47				0				0																0		0						0		48		小学生女子		走高跳

		48				0				0																0		0						0		49		中学生女子		100m

		49				0				0																0		0						0		50		中学生女子		200m

		50				0				0																0		0						0		51		中学生女子		400m

		51				0				0																0		0						0		52		中学生女子		800m

		52				0				0																0		0						0		53		中学生女子		1500m

		53				0				0																0		0						0		54		中学生女子		3000m

		54				0				0																0		0						0		55		中学生女子		4×100mR

		55				0				0																0		0						0		56		中学生女子		走幅跳

		56				0				0																0		0						0		57		中学生女子		走高跳

		57				0				0																0		0						0		58		中学生女子		砲丸投

		58				0				0																0		0						0		59		一般女子		100m

		59				0				0																0		0						0		60		一般女子		200m

		60				0				0																0		0						0		61		一般女子		400m

		61				0				0																0		0						0		62		一般女子		800m

		62				0				0																0		0						0		63		一般女子		1500m

		63				0				0																0		0						0		64		一般女子		3000m

		64				0				0																0		0						0		65		一般女子		4×100mR

		65				0				0																0		0						0		66		一般女子		走幅跳

		66				0				0																0		0						0		67		一般女子		走高跳

		67				0				0																0		0						0		68		一般女子		砲丸投

		68				0				0																0		0						0

		69				0				0																0		0						0

		70				0				0																0		0						0

		71				0				0																0		0						0

		72				0				0																0		0						0

		73				0				0																0		0						0

		74				0				0																0		0						0

		75				0				0																0		0						0

		76				0				0																0		0						0

		77				0				0																0		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

		89				0				0																0		0						0

		90				0				0																0		0						0

		91				0				0																0		0						0

		92				0				0																0		0						0

		93				0				0																0		0						0

		94				0				0																0		0						0

		95				0				0																0		0						0

		96				0				0																0		0						0

		97				0				0																0		0						0

		98				0				0																0		0						0

		99				0				0																0		0						0

		100				0				0																0		0						0

		101				0				0																0		0						0

		102				0				0																0		0						0

		103				0				0																0		0						0

		104				0				0																0		0						0

		105				0				0																0		0						0

		106				0				0																0		0						0

		107				0				0																0		0						0

		108				0				0																0		0						0

		109				0				0																0		0						0

		110				0				0																0		0						0

		111				0				0																0		0						0

		112				0				0																0		0						0

		113				0				0																0		0						0

		114				0				0																0		0						0

		115				0				0																0		0						0

		116				0				0																0		0						0

		117				0				0																0		0						0

		118				0				0																0		0						0

		119				0				0																0		0						0

		120				0				0																0		0						0

		121				0				0																0		0						0

		122				0				0																0		0						0

		123				0				0																0		0						0

		124				0				0																0		0						0

		125				0				0																0		0						0

		126				0				0																0		0						0

		127				0				0																0		0						0

		128				0				0																0		0						0

		129				0				0																0		0						0

		130				0				0																0		0						0

		131				0				0																0		0						0

		132				0				0																0		0						0

		133				0				0																0		0						0

		134				0				0																0		0						0

		135				0				0																0		0						0

		136				0				0																0		0						0

		137				0				0																0		0						0

		138				0				0																0		0						0

		139				0				0																0		0						0

		140				0				0																0		0						0

		141				0				0																0		0						0

		142				0				0																0		0						0

		143				0				0																0		0						0

		144				0				0																0		0						0

		145				0				0																0		0						0

		146				0				0																0		0						0

		147				0				0																0		0						0

		148				0				0																0		0						0

		149				0				0																0		0						0

		150				0				0																0		0						0

		151				0				0																0		0						0

		152				0				0																0		0						0

		153				0				0																0		0						0

		154				0				0																0		0						0

		155				0				0																0		0						0

		156				0				0																0		0						0

		157				0				0																0		0						0

		158				0				0																0		0						0



所属団体名
○○高等学校
○○市立○○中学校　等

自動計算されます。入力できません。

略称でお願いします。
○○高
○○中　等

参加数を入力して下さい。

富士陸協：
アナウンサー用です。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

富士陸協：大会当日競技場にて連絡の取れる方を入力してください。連絡先も同様です。

参加数を入力して下さい。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ注文数を入力して下さい。

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

https://gotemba-rk.jimdo.com/



第46回　御殿場市スポーツ祭（リレーカーニバル）

				第46回　御殿場スポーツ祭（リレーカーニバル）　申込書　(御殿場市陸上競技場）

																																						色の部分を入力

						所属団体名																								合計金額								0

						プロ記載名																								一般個人種目参加数								0		1000.0		1,000

						所属ｶﾅ																								高校個人種目参加数								0		700.0

						同上所在地																								中学個人種目参加数								0		500.0

						申込責任者																								小学生個人種目参加数								0		300.0

						連絡責任者																								リレー参加数								0		1000.0		1,000

						連絡責任者電話																								プログラム予約数								0		200.0

						問合先　　　　　（常駐なし）				TEL　0550-84-0414　												問い合せメール		gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp														金額免除

										FAX　0550-84-0404

						申込書は右記御殿場陸協ホームページからダウンロードできます。																		https://gotemba-rk.jimdo.com/

		注記

		1		予想でも結構ですので自己記録を必ず入力して下さい。それにより組分けしますので、よろしくお願いします。																																		金額は必要ありません。　　　　　　　多数参加をお願います。

				短距離の場合1/100秒単位で秒はﾄﾞｯﾄ（例100mは11.34）中長距離は秒単位で分はﾄﾞｯﾄ（例5000mは15.45）

				フィールドはｍ単位でｍはﾄﾞｯﾄ（例走幅跳は6.30）400m等で1分を超える時は60秒台にして下さい(例62.34)

				リレーは6人続けて記入し、リレーの記録も予想で結構ですので、全行記入して下さい。複数ﾁｰﾑの参加は備考欄に

				A,B等のチーム名を記入して下さい（備考欄へ）。

		2		この申込書に入力し、右記宛先へE-mail添付ファイルで送付して下さい。																				gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

				電子メールには件名に所属団体名を明記し、ファイル名も所属団体が分かるようにして下さい。例春季記録会（○○中）.xls、○○少年団ﾞ.xls

				件名がない場合には、迷惑メールとして削除しています。送信メールには返信メールを返しますので、確認して下さい。

		3		右の表を見て、部門と種目のコードを入力すれば部門名と種目名は自動で表示されます。他はコメントを参考下さい。

		4		色付きが今大会の種目になっております。確認にため今一度大会要項を確認してください																												男子				女子

																																						実施部門､種目

				ｺｰﾄﾞ		部門名				種目名		組		ﾚｰﾝ				ﾅﾝﾊﾞｰ		氏名		氏名ｶﾅ		学年		団体名		団体名ｶﾅ		記録		備考				コード		部門名		種目名		コード		部門名		種目名

		例		1		小学生男子				50m								1234		御殿場　太郎		ｺﾞﾃﾝﾊﾞ ﾀﾛｳ		2						10.23						1		小学生男子		50m		41		小学生女子		50m

		1				0				0																0		0						0		2		小学生男子		100m		42		小学生女子		100m

		2				0				0																0		0						0		3		小学生男子		200m		43		小学生女子		200m

		3				0				0																0		0						0		4		小学生男子		800m		44		小学生女子		800m

		4				0				0																0		0						0		5		小学生男子		1500m		45		小学生女子		1500m

		5				0				0																0		0						0		6		小学生男子		4×100mR		46		小学生女子		4×100mR

		6				0				0																0		0						0		7		小学生男子		走幅跳		47		小学生女子		走幅跳

		7				0				0																0		0						0		8		小学生男子		走高跳		48		小学生女子		走高跳

		8				0				0																0		0						0		9		小学生（混合）		4×100mR		49		中学生女子		100m

		9				0				0																0		0						0		10		中学生男子		100m		50		中学生女子		200m

		10				0				0																0		0						0		11		中学生男子		200m		51		中学生女子		400m

		11				0				0																0		0						0		12		中学生男子		400m		52		中学生女子		800m

		12				0				0																0		0						0		13		中学生男子		800m		53		中学生女子		1500m

		13				0				0																0		0						0		14		中学生男子		1500m		54		中学生女子		3000m

		14				0				0																0		0						0		15		中学生男子		3000m		55		中学生女子		4×100mR

		15				0				0																0		0						0		16		中学生男子		110mH		56		中学生女子		走幅跳

		16				0				0																0		0						0		17		中学生男子		4×100mR		57		中学生女子		走高跳

		17				0				0																0		0						0		18		中学生男子		走幅跳		58		中学生女子		砲丸投

		18				0				0																0		0						0		19		中学生男子		走高跳		59		一般女子		100m

		19				0				0																0		0						0		20		中学生男子		砲丸投		60		一般女子		200m

		20				0				0																0		0						0		21		一般男子		100m		61		一般女子		400m

		21				0				0																0		0						0		22		一般男子		200m		62		一般女子		800m

		22				0				0																0		0						0		23		一般男子		400m		63		一般女子		1500m

		23				0				0																0		0						0		24		一般男子		800m		64		一般女子		3000m

		24				0				0																0		0						0		25		一般男子		1500m		65		一般女子		4×100mR

		25				0				0																0		0						0		26		一般男子		3000m		66		一般女子		走幅跳

		26				0				0																0		0						0		27		一般男子		5000m		67		一般女子		走高跳

		27				0				0																0		0						0		28		一般男子		4×100mR		68		一般女子		砲丸投

		28				0				0																0		0						0		29		一般男子		走幅跳

		29				0				0																0		0						0		30		一般男子		走高跳

		30				0				0																0		0						0		31		一般男子		砲丸投

		31				0				0																0		0						0		32		高校男子		砲丸投

		32				0				0																0		0						0		33		一般男子		3000m障害

		33				0				0																0		0						0		34		一般男子		三段跳

		34				0				0																0		0						0		35		一般男子		4×400mR

		35				0				0																0		0						0		36

		36				0				0																0		0						0		37

		37				0				0																0		0						0		38

		38				0				0																0		0						0		39

		39				0				0																0		0						0		40

		40				0				0																0		0						0		41		小学生女子		50m

		41				0				0																0		0						0		42		小学生女子		100m

		42				0				0																0		0						0		43		小学生女子		200m

		43				0				0																0		0						0		44		小学生女子		800m

		44				0				0																0		0						0		45		小学生女子		1500m

		45				0				0																0		0						0		46		小学生女子		4×100mR

		46				0				0																0		0						0		47		小学生女子		走幅跳

		47				0				0																0		0						0		48		小学生女子		走高跳

		48				0				0																0		0						0		49		中学生女子		100m

		49				0				0																0		0						0		50		中学生女子		200m

		50				0				0																0		0						0		51		中学生女子		400m

		51				0				0																0		0						0		52		中学生女子		800m

		52				0				0																0		0						0		53		中学生女子		1500m

		53				0				0																0		0						0		54		中学生女子		3000m

		54				0				0																0		0						0		55		中学生女子		4×100mR

		55				0				0																0		0						0		56		中学生女子		走幅跳

		56				0				0																0		0						0		57		中学生女子		走高跳

		57				0				0																0		0						0		58		中学生女子		砲丸投

		58				0				0																0		0						0		59		一般女子		100m

		59				0				0																0		0						0		60		一般女子		200m

		60				0				0																0		0						0		61		一般女子		400m

		61				0				0																0		0						0		62		一般女子		800m

		62				0				0																0		0						0		63		一般女子		1500m

		63				0				0																0		0						0		64		一般女子		3000m

		64				0				0																0		0						0		65		一般女子		4×100mR

		65				0				0																0		0						0		66		一般女子		走幅跳

		66				0				0																0		0						0		67		一般女子		走高跳

		67				0				0																0		0						0		68		一般女子		砲丸投

		68				0				0																0		0						0

		69				0				0																0		0						0

		70				0				0																0		0						0

		71				0				0																0		0						0

		72				0				0																0		0						0

		73				0				0																0		0						0

		74				0				0																0		0						0

		75				0				0																0		0						0

		76				0				0																0		0						0

		77				0				0																0		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

		89				0				0																0		0						0

		90				0				0																0		0						0

		91				0				0																0		0						0

		92				0				0																0		0						0

		93				0				0																0		0						0

		94				0				0																0		0						0

		95				0				0																0		0						0

		96				0				0																0		0						0

		97				0				0																0		0						0

		98				0				0																0		0						0

		99				0				0																0		0						0

		100				0				0																0		0						0

		101				0				0																0		0						0

		102				0				0																0		0						0

		103				0				0																0		0						0

		104				0				0																0		0						0

		105				0				0																0		0						0

		106				0				0																0		0						0

		107				0				0																0		0						0

		108				0				0																0		0						0

		109				0				0																0		0						0

		110				0				0																0		0						0

		111				0				0																0		0						0

		112				0				0																0		0						0

		113				0				0																0		0						0

		114				0				0																0		0						0

		115				0				0																0		0						0

		116				0				0																0		0						0

		117				0				0																0		0						0

		118				0				0																0		0						0

		119				0				0																0		0						0

		120				0				0																0		0						0

		121				0				0																0		0						0

		122				0				0																0		0						0

		123				0				0																0		0						0

		124				0				0																0		0						0

		125				0				0																0		0						0

		126				0				0																0		0						0

		127				0				0																0		0						0

		128				0				0																0		0						0

		129				0				0																0		0						0

		130				0				0																0		0						0

		131				0				0																0		0						0

		132				0				0																0		0						0

		133				0				0																0		0						0

		134				0				0																0		0						0

		135				0				0																0		0						0

		136				0				0																0		0						0

		137				0				0																0		0						0

		138				0				0																0		0						0

		139				0				0																0		0						0

		140				0				0																0		0						0

		141				0				0																0		0						0

		142				0				0																0		0						0

		143				0				0																0		0						0

		144				0				0																0		0						0

		145				0				0																0		0						0

		146				0				0																0		0						0

		147				0				0																0		0						0

		148				0				0																0		0						0

		149				0				0																0		0						0

		150				0				0																0		0						0

		151				0				0																0		0						0

		152				0				0																0		0						0

		153				0				0																0		0						0

		154				0				0																0		0						0

		155				0				0																0		0						0

		156				0				0																0		0						0

		157				0				0																0		0						0

		158				0				0																0		0						0



所属団体名
○○高等学校
○○市立○○中学校　等

自動計算されます。入力できません。

略称でお願いします。
○○高
○○中　等

参加数を入力して下さい。

富士陸協：
アナウンサー用です。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

富士陸協：大会当日競技場にて連絡の取れる方を入力してください。連絡先も同様です。

参加数を入力して下さい。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ注文数を入力して下さい。

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

https://gotemba-rk.jimdo.com/



第5回　御殿場長距離記録会

				第5回　御殿場長距離記録会　申込書　(御殿場市陸上競技場）

																																						色の部分を入力

						所属団体名																								合計金額								0

						プロ記載名																								一般個人種目参加数								0		1000.0		1,000

						所属ｶﾅ																								高校個人種目参加数								0		700.0

						同上所在地																								中学個人種目参加数								0		500.0

						申込責任者																								小学生個人種目参加数								0		300.0

						連絡責任者																								リレー参加数								0		1000.0		1,000

						連絡責任者電話																								プログラム予約数								0		200.0

						問合先　　　　　（常駐なし）				TEL　0550-84-0414　												問い合せメール		gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp														参加料は返金しない

										FAX　0550-84-0404

						申込書は右記御殿場陸協ホームページからダウンロードできます。																		https://gotemba-rk.jimdo.com/

		注記

		1		予想でも結構ですので自己記録を必ず入力して下さい。それにより組分けしますので、よろしくお願いします。

				短距離の場合1/100秒単位で秒はﾄﾞｯﾄ（例100mは11.34）中長距離は秒単位で分はﾄﾞｯﾄ（例5000mは15.45）

				フィールドはｍ単位でｍはﾄﾞｯﾄ（例走幅跳は6.30）400m等で1分を超える時は60秒台にして下さい(例62.34)

				リレーは6人続けて記入し、リレーの記録も予想で結構ですので、全行記入して下さい。複数ﾁｰﾑの参加は備考欄に

				A,B等のチーム名を記入して下さい（備考欄へ）。

		2		この申込書に入力し、右記宛先へE-mail添付ファイルで送付して下さい。																				gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

				電子メールには件名に所属団体名を明記し、ファイル名も所属団体が分かるようにして下さい。例春季記録会（○○中）.xls、○○少年団ﾞ.xls

				件名がない場合には、迷惑メールとして削除しています。送信メールには返信メールを返しますので、確認して下さい。

		3		右の表を見て、部門と種目のコードを入力すれば部門名と種目名は自動で表示されます。他はコメントを参考下さい。

		4		色付きが今大会の種目になっております。確認にため今一度大会要項を確認してください																												男子				女子

																																						実施部門､種目

				ｺｰﾄﾞ		部門名				種目名		組		ﾚｰﾝ				ﾅﾝﾊﾞｰ		氏名		氏名ｶﾅ		学年		団体名		団体名ｶﾅ		記録		備考				コード		部門名		種目名		コード		部門名		種目名

		例		1		小学生男子				50m								1234		御殿場　太郎		ｺﾞﾃﾝﾊﾞ ﾀﾛｳ		2						10.23						1		小学生男子		50m		41		小学生女子		50m

		1				0				0																0		0						0		2		小学生男子		100m		42		小学生女子		100m

		2				0				0																0		0						0		3		小学生男子		200m		43		小学生女子		200m

		3				0				0																0		0						0		4		小学生男子		800m		44		小学生女子		800m

		4				0				0																0		0						0		5		小学生男子		1500m		45		小学生女子		1500m

		5				0				0																0		0						0		6		小学生男子		4×100mR		46		小学生女子		4×100mR

		6				0				0																0		0						0		7		小学生男子		走幅跳		47		小学生女子		走幅跳

		7				0				0																0		0						0		8		小学生男子		走高跳		48		小学生女子		走高跳

		8				0				0																0		0						0		9		小学生（混合）		4×100mR		49		中学生女子		100m

		9				0				0																0		0						0		10		中学生男子		100m		50		中学生女子		200m

		10				0				0																0		0						0		11		中学生男子		200m		51		中学生女子		400m

		11				0				0																0		0						0		12		中学生男子		400m		52		中学生女子		800m

		12				0				0																0		0						0		13		中学生男子		800m		53		中学生女子		1500m

		13				0				0																0		0						0		14		中学生男子		1500m		54		中学生女子		3000m

		14				0				0																0		0						0		15		中学生男子		3000m		55		中学生女子		4×100mR

		15				0				0																0		0						0		16		中学生男子		110mH		56		中学生女子		走幅跳

		16				0				0																0		0						0		17		中学生男子		4×100mR		57		中学生女子		走高跳

		17				0				0																0		0						0		18		中学生男子		走幅跳		58		中学生女子		砲丸投

		18				0				0																0		0						0		19		中学生男子		走高跳		59		一般女子		100m

		19				0				0																0		0						0		20		中学生男子		砲丸投		60		一般女子		200m

		20				0				0																0		0						0		21		一般男子		100m		61		一般女子		400m

		21				0				0																0		0						0		22		一般男子		200m		62		一般女子		800m

		22				0				0																0		0						0		23		一般男子		400m		63		一般女子		1500m

		23				0				0																0		0						0		24		一般男子		800m		64		一般女子		3000m

		24				0				0																0		0						0		25		一般男子		1500m		65		一般女子		4×100mR

		25				0				0																0		0						0		26		一般男子		3000m		66		一般女子		走幅跳

		26				0				0																0		0						0		27		一般男子		5000m		67		一般女子		走高跳

		27				0				0																0		0						0		28		一般男子		4×100mR		68		一般女子		砲丸投

		28				0				0																0		0						0		29		一般男子		走幅跳

		29				0				0																0		0						0		30		一般男子		走高跳

		30				0				0																0		0						0		31		一般男子		砲丸投

		31				0				0																0		0						0		32		高校男子		砲丸投

		32				0				0																0		0						0		33		一般男子		3000m障害

		33				0				0																0		0						0		34		一般男子		三段跳

		34				0				0																0		0						0		35

		35				0				0																0		0						0		36

		36				0				0																0		0						0		37

		37				0				0																0		0						0		38

		38				0				0																0		0						0		39

		39				0				0																0		0						0		40

		40				0				0																0		0						0		41		小学生女子		50m

		41				0				0																0		0						0		42		小学生女子		100m

		42				0				0																0		0						0		43		小学生女子		200m

		43				0				0																0		0						0		44		小学生女子		800m

		44				0				0																0		0						0		45		小学生女子		1500m

		45				0				0																0		0						0		46		小学生女子		4×100mR

		46				0				0																0		0						0		47		小学生女子		走幅跳

		47				0				0																0		0						0		48		小学生女子		走高跳

		48				0				0																0		0						0		49		中学生女子		100m

		49				0				0																0		0						0		50		中学生女子		200m

		50				0				0																0		0						0		51		中学生女子		400m

		51				0				0																0		0						0		52		中学生女子		800m

		52				0				0																0		0						0		53		中学生女子		1500m

		53				0				0																0		0						0		54		中学生女子		3000m

		54				0				0																0		0						0		55		中学生女子		4×100mR

		55				0				0																0		0						0		56		中学生女子		走幅跳

		56				0				0																0		0						0		57		中学生女子		走高跳

		57				0				0																0		0						0		58		中学生女子		砲丸投

		58				0				0																0		0						0		59		一般女子		100m

		59				0				0																0		0						0		60		一般女子		200m

		60				0				0																0		0						0		61		一般女子		400m

		61				0				0																0		0						0		62		一般女子		800m

		62				0				0																0		0						0		63		一般女子		1500m

		63				0				0																0		0						0		64		一般女子		3000m

		64				0				0																0		0						0		65		一般女子		4×100mR

		65				0				0																0		0						0		66		一般女子		走幅跳

		66				0				0																0		0						0		67		一般女子		走高跳

		67				0				0																0		0						0		68		一般女子		砲丸投

		68				0				0																0		0						0

		69				0				0																0		0						0

		70				0				0																0		0						0

		71				0				0																0		0						0

		72				0				0																0		0						0

		73				0				0																0		0						0

		74				0				0																0		0						0

		75				0				0																0		0						0

		76				0				0																0		0						0

		77				0				0																0		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

		89				0				0																0		0						0

		90				0				0																0		0						0

		91				0				0																0		0						0

		92				0				0																0		0						0

		93				0				0																0		0						0

		94				0				0																0		0						0

		95				0				0																0		0						0

		96				0				0																0		0						0

		97				0				0																0		0						0

		98				0				0																0		0						0

		99				0				0																0		0						0

		100				0				0																0		0						0

		101				0				0																0		0						0

		102				0				0																0		0						0

		103				0				0																0		0						0

		104				0				0																0		0						0

		105				0				0																0		0						0

		106				0				0																0		0						0

		107				0				0																0		0						0

		108				0				0																0		0						0

		109				0				0																0		0						0

		110				0				0																0		0						0

		111				0				0																0		0						0

		112				0				0																0		0						0

		113				0				0																0		0						0

		114				0				0																0		0						0

		115				0				0																0		0						0

		116				0				0																0		0						0

		117				0				0																0		0						0

		118				0				0																0		0						0

		119				0				0																0		0						0

		120				0				0																0		0						0

		121				0				0																0		0						0

		122				0				0																0		0						0

		123				0				0																0		0						0

		124				0				0																0		0						0

		125				0				0																0		0						0

		126				0				0																0		0						0

		127				0				0																0		0						0

		128				0				0																0		0						0

		129				0				0																0		0						0

		130				0				0																0		0						0

		131				0				0																0		0						0

		132				0				0																0		0						0

		133				0				0																0		0						0

		134				0				0																0		0						0

		135				0				0																0		0						0

		136				0				0																0		0						0

		137				0				0																0		0						0

		138				0				0																0		0						0

		139				0				0																0		0						0

		140				0				0																0		0						0

		141				0				0																0		0						0

		142				0				0																0		0						0

		143				0				0																0		0						0

		144				0				0																0		0						0

		145				0				0																0		0						0

		146				0				0																0		0						0

		147				0				0																0		0						0

		148				0				0																0		0						0

		149				0				0																0		0						0

		150				0				0																0		0						0

		151				0				0																0		0						0

		152				0				0																0		0						0

		153				0				0																0		0						0

		154				0				0																0		0						0

		155				0				0																0		0						0

		156				0				0																0		0						0

		157				0				0																0		0						0

		158				0				0																0		0						0



所属団体名
○○高等学校
○○市立○○中学校　等

自動計算されます。入力できません。

略称でお願いします。
○○高
○○中　等

参加数を入力して下さい。

富士陸協：
アナウンサー用です。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

参加数を入力して下さい。

富士陸協：大会当日競技場にて連絡の取れる方を入力してください。連絡先も同様です。

参加数を入力して下さい。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ注文数を入力して下さい。

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

gotemba-rk-1933@flute.ocn.ne.jp

https://gotemba-rk.jimdo.com/





