大会申込データ作成の手順
今年度も中体連主催大会への参加申し込みにあたり、各学校で申し込み用データを作成し、支部専門委員の
先生に送付していただきます。以下の手順により作成していただきますので、内容をよく確認してください。
尚、申し込みに使用するファイルは、中体連ホームページより各校でダウンロードしていただくことになって
います。詳細は、支部専門委員の先生にご確認ください。
１． 準備・・・
（例）地域別大会
※申込用ファイルは、
『Microsoft Excel』（以下、エクセル）のファイルです。マクロが含まれています
ので、エクセルを起動後、マクロが実行できるよう設定してください。方法はエクセルのバージョンに
より異なりますので、それぞれご確認ください。
（１） 中体連ＨＰよりダウンロードしたファイルを任意の場所に保存してください。
（２） （１）で保存した『21 地域別』ファイルを開きます。
※通信・総体の時は、それぞれの大会名のファイルを開いてください。
（３） 『男子一覧表』のシートを選び、必要事項を入力します。

２． 入力
（１） Ｄ２セルをクリックし、開催日（１・２日目ｏｒ３・４日目）を選択します。
⇒日付の選択によって、種目欄で表示
される種目が変わります。
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（２） Ｖ４５セルに学校番号を入力します。

学校番号（奇数）を入力すると、
メッセージが消えます

（３） 選手登録部分
① 選手の登録
以下の項目を入力してください。
※各セルをクリックすると、入力規則のメッセージが表示されます。
・
・
・
・
・

陸連番号
選手番号
氏名
学年
個人種目

ここに学校番号（奇数）
を入力する

・・・登録してある個人番号を入力。
・・・学校番号の奇数・偶数を入力。
・・・姓と名に分けて入力。
・・・半角数字で入力。
・・・右横の▼をクリックし、一覧から選択する。

※学年を入力すると、出場可能な種目のみ表示されます。
・ 最高記録 ・・・トラック…分・秒・未満に分けて下記のように入力する。
（半角数字）
フィールド…ｍ・ｃｍに分けて下記のように入力する。
（半角数字）
00 の入れ忘れに注意！

入力例：トラック種目

フィールド種目

四種競技

１００ｍを１１秒４８の場合…

00

11

48

と入力

８００ｍを 2 分 23 秒０１の場合…

02

23

01

と入力

走高跳を１ｍ５６ｃｍの場合…

00

01

56

と入力

走幅跳を５ｍ６９ｃｍの場合…

00

05

69

と入力

砲丸投を１０ｍ６８ｃｍの場合…

00

10

68

と入力

2430

と入力

２４３０点の場合

※四種競技の得点は右のセルに入力してください。縮小表示されますが、問題ありません。

・ リレー
・・・右横の▼をクリックし、一覧から選択する。
・ フリガナ ・・・半角カタカナで姓と名に分けて入力する。

リレーの 最高記録を
入力する。

このボタンを押して、リストの中
から種目を選択する。
※開催日が正しく選択され、学年
が正しく入力されないと、正し
く種目が表示されません！
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（４） 表の下部分の入力
プログラムの部数、学校名等を入力します。

地域別
開催日の種目数によって金額が自動で計算
されます。プログラムの部数のみ入力して
ください。
総体・通信・支部対抗
個人・リレーは自動で計算されます。プロ
グラムの部数のみ入力してください。

この部分を入力
※『男子一覧表』
・
『女子一覧表』シートそれぞれに必要事項を
入力してください。

男子の入力が終了したら、女子のシートに移動し、同様の手順で入力をします。

（５）データの転送
① 一覧表横にある『データ転送ボタン』を押します。
※男子・女子、どちらのシートのボタンでも構いません。
このボタンを押す
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② 自動で『貼り付けデータ』シートに移動して、一覧表のデータが転送されます。

入力に誤りがあると、上図のようにエラーが表示されます。
『一覧表』シートに戻って該当箇所
を訂正し、再度データ転送ボタンを押して、チェックしてください。

間違いがなければ、一覧表シートに戻り、印刷してください。
３． 保存
『保存して終了』ボタンを押して終了してください。
※どのシートのボタンでもかまいません。
以上で入力作業は終了です。期限を守って支部専門委員の先生へ、データを送付してください。
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申し込みデータ作成・大会申込の注意事項
各校顧問・支部専門委員の先生におかれましては、以下の点に関して再度確認を願います。
１．入力・保存に関すること
（１） 選手の氏名・学年・種目等は、正しく入力し、責任もって確認してください。
⇒ Ｐ１２の入力の手順中の２-（１）-①にある、氏名入力の手順を確認してください。プログラム
編成は、各学校で入力されたデータを使用して行われます。間違って入力された氏名等はそのまま
印刷されます。
（２） 都大会の申し込みにおいては、自己記録を入力してください。
⇒ Ｐ１２の入力の手順中の２-（１）-①にある、記録入力の手順を確認してください。記録の入力
がされていない選手、間違った入力をしてある選手は、コンピュータに記録下位者と判別・番編を
されます。
（３） 「データ転送」のボタンを押してください。
⇒ 「データ転送」ボタンを押さないと、入力した内容が「貼付データ」シートに転送されず、プロ
編データとして生かされません。必ず、
「データ転送」ボタンを押してください。
※訂正があった場合も、必ずデータ転送ボタンを押してください。
（４） ファイル名・ファイル形式は変更しないでください。
⇒ データの取り込みには、マクロと呼ばれるプログラムを使用し、指定されたファイル名を検索し
ます。ファイル名が変更されると、検索できなくなります。
良くない例：21 地域別 →

21 地域別○○中、21 総体 → 21 総体○○中

※エクセルマクロ有効ワークシートです。他形式で保存しないでください。ファイル名が同じで
も読み込むことができません。
２．学校申し込みに関すること
（１） 申し込みデータと印刷した内容に、整合性をもたせてください。
⇒ 一旦入力して一覧表を印刷した後、入力内容を変更したにも関らず再印刷を忘れ、古い内容の一
覧表が提出されてしまい、データと紙の内容が食い違っている事があります。
（２） 提出する一覧表には、必ず公印を押してください。
⇒ 大会出場に関する大切な書類です。校長先生から公印をいただいてください。
※顧問の先生の私印の押印忘れにもご注意ください。
（３） 申し込みの期日を守ってください。
⇒ 申し込みが遅れ、専門委員の先生にご迷惑をおかけしている学校があったようです。また、大幅
に遅れ、競技委員会の担当者へ直接連絡してくる学校もありました。要項を確認し、期日厳守でお
願いします。
地域変更の学校は、所定の手続きを経て、該当の地域担当者へ学校申し込みと同じ期日で申し込
んでください。
（Ｐ３０参照）
３．支部申し込み・地域変更の申し込みに関すること
（１） 申し込み方法
⇒ 原則、メールによる申し込みとします。事情により郵送・持参も可とします。

お願い！
競技委員会では、支部申し込みのデータを使用して、プロ編会議前に事前の仮プロ編作業を行っ
ています。限られた日数の中で、作業を行っていますので、提出期限の厳守・内容の確認にご協力
ください。
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（２） 各地域のあて先（地域担当者）
◎区部東部
北区立稲付中学校
水戸 大介 教諭
〒１１５－００５６
北区西が丘１－１２－１４
Tel ０３－３９００－２３３１
FAX ０３-３９０７-９８４４
e-mail kubu-e@tokyoctr.com
◎区部西部
墨田区立墨田中学校
杉村 泰文 教諭
〒１３１－００３３
墨田区向島４－２５－２２
Tel ０３―３６２５―０３５１
FAX
e-mail kubu-w@tokyoctr.com
◎多摩東部
清瀬市立清瀬第三中学校
中田 陽士 教諭
〒２０４－０００２
清瀬市旭が丘１－２６２
Tel ０４２－４９３－６３１３
FAX ０４２－４９５－３９４３
e-mail tama-e@tokyoctr.com
◎多摩西部
八王子市立椚田中学校
梅田 夏輝 教諭
〒１９３－０９４２
八王子市椚田町１７２
Tel ０４２－６６５－３４７３
FAX ０４２－６６７－５４１７
e-mail tama-w@tokyoctr.com
地域変更で申し込む場合は、下表にしたがって申し込んでください。
自校の所属地域
申し込み先
区部東部
多摩東部の担当者へデータをメールする。
区部西部
多摩西部の担当者へデータをメールする。
多摩東部
区部東部の担当者へデータをメールする。
多摩西部
区部西部の担当者へデータをメールする。
４．地域別大会の申し込みについて
全日程を通じて、同じファイルを使用しますので、以下の点にご注意ください。
（１） １・２日目
⇒ １・２日目に出場する選手のデータのみ入力し、３・４日目の選手・種目は、入力しないでくだ
さい。
（２） ３・４日目
⇒ １・２日目のデータに追加する形で入力してください。
・ １・２日目のデータを消去せず、開催日を選択しなおして種目を選択してください。
・ ３・４日目に参加する種目分の代金のみ、持参してください。
５．中体連主催大会のリレー種目における中体連ルールについて
地域別・総体・通信・支部対抗のリレー種目に出場できるのは、予選・決勝を通じて、申し込み時に
登録された６名以内の選手のみとする。
という、中体連独自のルールが確認されています。
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