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10 申込方法

 

回長野県中学校

主 催 （一財）

辰野町

主 管 上伊那陸上競技協会

後 援 長野県教育委員会

期 日 平成２

  

  

  

会 場 辰野町荒神山スポーツ公園陸上競技場を基点とする特設コース

区間・距離 一周２

競技規定 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

参加資格 学校長が許可した者。（申し込み前に医師の診断を受けること）

参 加 料 1チーム

申込方法 (1)

(2)

   

 

回長野県中学校男子・第

（一財）長野陸上競技協会

辰野町  辰野町教育委員会

上伊那陸上競技協会

長野県教育委員会

平成２９年１０月

  集 合 ＡＭ

  開会式 ＡＭ

  スタートＡＭ１０：００（男女同時スタート）

辰野町荒神山スポーツ公園陸上競技場を基点とする特設コース

一周２.５kmを５周５区間とする。

(1) 学校対抗とする。但し出場チームの制限はない。

(2) チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

変更は認めない。

(3) 引継ぎはタスキを用いる

(4) 競技には一切伴走は認めない。

(5) 競技は201

学校長が許可した者。（申し込み前に医師の診断を受けること）

チーム 2,000

(1) エントリーファイルの送信

長野陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

信してください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

ます。 

※ナンバーカードの欄は記入しないでください。

※ファイル名は

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

てください。荒神山中学校の男子でＡ，Ｂ２チーム出場する場合
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※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

せんが、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

上伊那陸協競技部長

携帯：090-

(2) 参加料納付

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

名と必ず同一にしてください。異なると入金確認ができません。

入金をもって正式なエントリーとしますので、ご了承ください。

 ＊振替口座

        

 

  郵便振替口座

名義人  

 ＊他金融機関から「振込」の場合

   ゆうちょ銀行

名義人  

 

第３６回長野県中学校女子

長野陸上競技協会  

辰野町教育委員会

上伊那陸上競技協会 

長野県教育委員会  長野県中学校体育連盟

年１０月１日（日曜日）

ＡＭ ９：００

ＡＭ ９：３０

スタートＡＭ１０：００（男女同時スタート）

辰野町荒神山スポーツ公園陸上競技場を基点とする特設コース

を５周５区間とする。

学校対抗とする。但し出場チームの制限はない。

チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

変更は認めない。補欠は同所属ならば他のチームへ兼ねて登録してもよい

引継ぎはタスキを用いる

競技には一切伴走は認めない。

2017年日本陸上競技連盟規則に準じて行う。

学校長が許可した者。（申し込み前に医師の診断を受けること）

2,000円 

エントリーファイルの送信

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

信してください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

※ナンバーカードの欄は記入しないでください。

※ファイル名は 17keisou_

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

てください。荒神山中学校の男子でＡ，Ｂ２チーム出場する場合

7keisou_荒神山Ａ

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

協競技部長 中澤

-1761-1581  

参加料納付 

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

名と必ず同一にしてください。異なると入金確認ができません。

入金をもって正式なエントリーとしますので、ご了承ください。

＊振替口座  下記 上

        （振込手数料は振込者でご負担ください）

郵便振替口座  記号

  北原 涼平

＊他金融機関から「振込」の場合

ゆうちょ銀行 店名一一八

  北原 涼平

回長野県中学校女子

  上伊那陸上競技協会

辰野町教育委員会  

長野県中学校体育連盟

日（日曜日） 

９：００ 

９：３０ 

スタートＡＭ１０：００（男女同時スタート）

辰野町荒神山スポーツ公園陸上競技場を基点とする特設コース

を５周５区間とする。 

学校対抗とする。但し出場チームの制限はない。

チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

補欠は同所属ならば他のチームへ兼ねて登録してもよい

引継ぎはタスキを用いる(主催者で用意

競技には一切伴走は認めない。 

日本陸上競技連盟規則に準じて行う。

学校長が許可した者。（申し込み前に医師の診断を受けること）

エントリーファイルの送信 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

信してください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

※ナンバーカードの欄は記入しないでください。

keisou_○○○○ （○○○○には所属略称）

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

てください。荒神山中学校の男子でＡ，Ｂ２チーム出場する場合

荒神山Ａ. 17keisou_

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

中澤 博和 

 /  E-mail  

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

名と必ず同一にしてください。異なると入金確認ができません。

入金をもって正式なエントリーとしますので、ご了承ください。

上伊那陸協（経理

（振込手数料は振込者でご負担ください）

記号１１１４０

涼平（キタハラリョウヘイ

＊他金融機関から「振込」の場合 

店名一一八（イチイチハチ）

涼平（キタハラリョウヘイ

回長野県中学校女子 継走荒神山大会

上伊那陸上競技協会  

長野県中学校体育連盟  信濃毎日新聞社

スタートＡＭ１０：００（男女同時スタート） 

辰野町荒神山スポーツ公園陸上競技場を基点とする特設コース

学校対抗とする。但し出場チームの制限はない。

チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

補欠は同所属ならば他のチームへ兼ねて登録してもよい

主催者で用意)。 

日本陸上競技連盟規則に準じて行う。

学校長が許可した者。（申し込み前に医師の診断を受けること）

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

信してください。手続きの詳細は「エントリーセンター」

※ナンバーカードの欄は記入しないでください。 

（○○○○には所属略称）

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

てください。荒神山中学校の男子でＡ，Ｂ２チーム出場する場合

keisou_荒神山B

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、

事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

 

mail  k.r.k.nakazawa@gmail.com

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

名と必ず同一にしてください。異なると入金確認ができません。

入金をもって正式なエントリーとしますので、ご了承ください。

（経理副部長名

（振込手数料は振込者でご負担ください）

１１１４０  番号４２０４３６４１

キタハラリョウヘイ）

 

（イチイチハチ） 

キタハラリョウヘイ）

継走荒神山大会

  南信中学校体育連盟

信濃毎日新聞社 

 

辰野町荒神山スポーツ公園陸上競技場を基点とする特設コース 

学校対抗とする。但し出場チームの制限はない。 

チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

補欠は同所属ならば他のチームへ兼ねて登録してもよい

日本陸上競技連盟規則に準じて行う。 

学校長が許可した者。（申し込み前に医師の診断を受けること） 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

信してください。手続きの詳細は「エントリーセンター」トップ

 

（○○○○には所属略称）

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

てください。荒神山中学校の男子でＡ，Ｂ２チーム出場する場合

B 

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

が、サーバー等のセキュリティー設定等の関係で、返信が確認できない場合や、

事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

k.r.k.nakazawa@gmail.com

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

名と必ず同一にしてください。異なると入金確認ができません。

入金をもって正式なエントリーとしますので、ご了承ください。

部長名）口座へ送金してください。

（振込手数料は振込者でご負担ください） 

番号４２０４３６４１

）  

 店番 １１８

）  

上伊那陸上競技協会

継走荒神山大会（17173005

南信中学校体育連盟 

信濃毎日新聞社 

チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

補欠は同所属ならば他のチームへ兼ねて登録してもよい。

 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

トップページに記載してあり

（○○○○には所属略称） 

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

てください。荒神山中学校の男子でＡ，Ｂ２チーム出場する場合 

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

返信が確認できない場合や、

事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。

k.r.k.nakazawa@gmail.com 

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

名と必ず同一にしてください。異なると入金確認ができません。 

入金をもって正式なエントリーとしますので、ご了承ください。 

口座へ送金してください。

番号４２０４３６４１ 

１１８ 普通４２０４３６４

陸上競技協会

3005） 

 

チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

。 

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

ページに記載してあり

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

返信が確認できない場合や、

事情によりファイル入手・送信等が困難な場合は、必ず下記宛ご連絡ください。 

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

口座へ送金してください。 

普通４２０４３６４  

陸上競技協会 

チームは監督１名、正選手５名、補欠２名とし、申し込み後の選手変更ならびに区間

陸協ホームページの「競技会日程要項ＴＴ」ページでエントリー用のファイルを

ダウンロードし、エントリーデータを作成したのち、同「エントリーセンター」から送

ページに記載してあり

※１校で複数チームが出場する場合は，１チームに一つのエントリーファイルを作成し

※エントリーセンターからの返信メールが届かない場合、そのエントリーは保証されま

返信が確認できない場合や、

郵便振替による納付とします。振替人名義はエントリーファイル団体名および責任者

  



 

11 表 彰

12 そ の 他

 

 

(3)

(4)  

表 彰 (1)

(2)

そ の 他 (1)

(2)

(3)

(4)

 

(3) 申込締切 

平成２８

(4)  参加料振り込み締め切り

平成２８年９月２７日（火

 

(1) 男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

メダル・賞状、各区間１位にはトロフィー・賞状を授与する。

(2) 区間にかかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

る。（個人総合順位）

(1) ナンバーカードは大会本部で用意しますが、安全ピンは個人で用意して

(2)「ふれあいウォーク‘１

(3) 記録は長野陸協

があります。

(4) 大会当日、監督の先生方には審判のご協力をお願い致します

のため、審判

 

申込締切 

平成２８年９月２６日（

参加料振り込み締め切り

平成２８年９月２７日（火

男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

メダル・賞状、各区間１位にはトロフィー・賞状を授与する。

かかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

る。（個人総合順位） 

ンバーカードは大会本部で用意しますが、安全ピンは個人で用意して

「ふれあいウォーク‘１

長野陸協 DETA_WEB

ります。 

大会当日、監督の先生方には審判のご協力をお願い致します

のため、審判員が不足しています

日（月）【必着厳守】

参加料振り込み締め切り 

平成２８年９月２７日（火）【必着厳守】

男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

メダル・賞状、各区間１位にはトロフィー・賞状を授与する。

かかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

ンバーカードは大会本部で用意しますが、安全ピンは個人で用意して

「ふれあいウォーク‘１７」から参加賞が全員に贈られます。

DETA_WEB または上伊那陸協ホームページに記載し、配布しない場合

大会当日、監督の先生方には審判のご協力をお願い致します

員が不足しています。）

【必着厳守】 

【必着厳守】 

男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

メダル・賞状、各区間１位にはトロフィー・賞状を授与する。

かかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

ンバーカードは大会本部で用意しますが、安全ピンは個人で用意して

」から参加賞が全員に贈られます。

上伊那陸協ホームページに記載し、配布しない場合

大会当日、監督の先生方には審判のご協力をお願い致します

。） 

男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

メダル・賞状、各区間１位にはトロフィー・賞状を授与する。

かかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

ンバーカードは大会本部で用意しますが、安全ピンは個人で用意して

」から参加賞が全員に贈られます。

上伊那陸協ホームページに記載し、配布しない場合

大会当日、監督の先生方には審判のご協力をお願い致します

上伊那陸上競技協会

男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

メダル・賞状、各区間１位にはトロフィー・賞状を授与する。 

かかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

ンバーカードは大会本部で用意しますが、安全ピンは個人で用意してくだ

」から参加賞が全員に贈られます。 

上伊那陸協ホームページに記載し、配布しない場合

大会当日、監督の先生方には審判のご協力をお願い致します。（松本マラソンと同日

陸上競技協会

男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

かかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

ください。 

上伊那陸協ホームページに記載し、配布しない場合

（松本マラソンと同日

陸上競技協会 

男子の部、女子の部とも１位～３位までトロフィー・賞状・メダル、４位～６位まで

かかわらず、記録順に上位６位までを個人表彰し、トロフィー・賞状を授与す

 

上伊那陸協ホームページに記載し、配布しない場合

（松本マラソンと同日


