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＜エントリーシートの入力方法＞ 

１． ファイルを開く 

エントリーファイルを開くとマクロを有効にするか聞かれることがあります。 

そのときは「マクロを有効にする」を選択してください。 

 

有効にできない場合は「ツール」→「マクロ」→「セキュリティ」を選択し、セキュリテ

ィレベルを「中」または「低」にしてから、一度 Excel を終了し、再度エントリーファイ

ルを開いてください。 

    

 

ここからは男子の入力画面で説明します。女子も同様の操作で入力可能です。 

 

 

２． 基本情報の入力 

画面下方のタブから基本情報を選択してください 
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以下の画面が表示されます。 

 

所属団体名はリストから選択してください。 

リストから選択すると自動的に所属団体略称、ﾌﾘｶﾞﾅ、所属コードが入力されます。 

 

以下のように、残りの項目をすべて入力します。 
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画面下方にある料金表（以下の画面）はすべての入力（個人種目、リレー種目）が終了   

しましたら自動反映されますので間違いがないか確認してください。 

 

３． 個人種目の入力 

画面下方のタブから「男子」を選択してください。 

 

 

以下の画面が表示されます。 

 

選手１人につき１行で４種目まで入力できます。 

左から右にむかって種目１～種目４となっています。 

リレーのみに出場する選手（学部 3～4 年生など）も個人種目のシートで「登録番号」   

「氏名」「ﾌﾘｶﾞﾅ」「学年」「登録陸協」を入力してください。（種目の入力は不要です。） 

 

登録番号 「3-」を省いた登録番号を半角数字で入力してください。 

氏名 選手の氏名を入力してください。 

姓と名の間は全角スペースを 1 つ入れてください。 

留学生の場合は全角カタカナで入力し、姓と名の間に「・」を入れてください。 

ﾌﾘｶﾞﾅ 半角ｶﾀｶﾅで入力してください。 

姓と名の間は半角スペースを１つ入れてください。 

留学生の場合は、英字表記で入力し、姓と名の間に「,」を入れてください。 
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学年 半角英数字で入力してください。 

大学院生は「M1」や「D3」のように入力してください。 

種目１～4 リストから選択してください。 

有効記録 

１～４ 

半角数字のみで入力してください。 

「分」、「秒」、「m」等は一切使用しないで、トラック種目は 7 桁、 

フィールド種目は 5 桁の数字で入力してください。 

   

※ロードの記録の場合は秒以下全て０を入力してください。 

※60 秒を超える記録は 1 分００秒のように入力してください。 

樹立競技会 

１～４ 

記録を樹立した競技会の期日と競技会名を入力してください。 

2013 年 7 月 28 日のトワイライト・ゲームスで樹立した場合は、 

「130728 トワイライト・ゲームス」のように入力してください。 

備考 混成競技に出場する選手は、棒高跳・走高跳の自己ベストを 

「PV 4.80/HJ 1.90」のように入力してください。 

 

女子も同様に入力してください。 

 

※個人種目のエントリー注意事項 

 平成 25 年度関東陸上競技連盟登録者の学部 1～2 年生または、それに相当する者（高専  

4～5 年など）に限ります。第 92 回関東学生陸上競技対校選手権大会で入賞した選手も  

出場できます。詳細は大会要項「7.出場資格」をご確認ください。 
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４． リレーエントリーの入力 

画面下方のタブから「リレー」を選択してください。 

 

以下の画面が表示されます。 

 

種目 リストから選択してください。 

所属コード 種目を選択すると自動的に入力されます。 

所属名 種目を選択すると自動的に入力されます。 

ﾌﾘｶﾞﾅ 種目を選択すると自動的に入力されます。 

A、B 等 同一種目に複数チーム出場する場合はリストから選択してください。 

参考記録 これをもとに番組編成をするので、必ず入力するようにしてください。 

目標記録でも構いません。 

登録番号 

１～６ 

リレーに登録する選手の登録番号を入力してください。 

「3-」を省いて半角数字で入力してください。 

氏名 

１～６ 

登録番号を入力すると自動的に入力されます。 

※個人欄への入力がないとエラーが表示されます。 

 

※リレー種目のエントリー注意事項 

 本大会は、「第 24 回関東学生新人陸上競技選手権大会」（以下 関東新人）と「関東学生   

リレー競技会」（以下 リレー競技会）の併催という形をとっていますが、この 2 大会は  

同一大会と見なしますので、関東新人にのみエントリーしている選手でも、リレー競技会の

リレー種目の選手交代の対象となります。 

リレーに 1 大学から複数のチームが出場する場合、それぞれのチームは独立した団体と

みなすので、チーム間での変更・交代は認めません。 

 また、リレーのみに出場する学部 3～4 年生なども個人種目用シートに「登録番号」  

「氏名」「ﾌﾘｶﾞﾅ」「学年」「登録陸協」を入力してください。種目の入力は不要です。 
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５． リレーオーダー用紙の確認 

リレーシートの入力が終わったら、画面下方のタブから「リレーオーダー用紙」を選択  

してください。 

 

 

以下の画面が表示されます。 

 

リレーオーダー用紙は、リレー種目の入力が終了していると自動的に完成されています。

間違っている箇所がないか、必ず確認してください。 

※監督署名の欄は記入しないでください。 

 

６． データの保存 

ここまでの作業が完了したら、USB メモリに「24関東新人○○大学男子（または女子）.xls」

という名前で保存してください。 

※男女で別の USB メモリに保存してください。（大学の部と大学院の部は同一メモリに  

保存してください。）エントリー時間短縮のためご協力をお願いいたします。 
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＜エントリー＞ 

エントリー日  8 月 19 日（月） 

エントリー会場  関東学生陸上競技連盟 事務所 

エントリー時間  10：00 ～ 16：00（時間厳守） 

   ※詳細は「エントリー時間」を参照すること。 

   大学ごとに時間を区切っています。指定された時間に来られない場合は 

事前に本連盟までご連絡ください。 

必要書類  ①エントリーデータの入った USB メモリ 

   ②団体申込書 

   ・基本情報（データを印刷したもの。必ず押印をすること。） 

   ・個人種目一覧（データを印刷したもの。） 

   ・リレーエントリー一覧（データを印刷したもの。） 

   ・リレーオーダー用紙（データを印刷したもの。監督署名はしない。） 

   ③トレーナー活動誓約書（行う場合のみ） 

   ・印刷し押印したもの 

   ・データ 

   ④外字申請書（必要な場合のみ） 

   ⑤募金活動申請書（行う場合のみ） 

   【②、③、④、⑤は関東学連 HP よりダウンロードしてください。】 

注意事項  エントリー会場のスペースが限られているため、できるだけ少人数で 

お越しください。各大学 1 名のみ入っていただき、付添の方は外で 

お待ちいただく場合があります。 

 

※番組編成に関しましては、番組編成会議終了後に本連盟 HP に掲載いたしますので、  

ご確認ください。 
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＜エントリー料金と振り込み方法＞ 

① エントリー料金 

一般種目： 種目 1 名につき 1,000 円 

リレー ： 1 チームにつき 2,000 円 

 

② 振込み方法 

振込み期間 8 月 20 日（火）～8 月 27 日（火） 

振込みの際には必ず大学名の前に6と入れ、「6○○ﾀﾞｲｶﾞｸ」と振込んでください。 

また、振込後『ご利用明細』または、『振込金受取書』の写し（コピー）を、 

8 月 30 日（金）必着で本連盟事務所まで送付してください。 

 

③振込先 

 三菱東京 UFJ 銀行 池袋東口支店 

（普通） １７４６０９４ 

（名義） 関東学生陸上競技連盟 会長 青葉 昌幸 

 


