
競技名 参　加　申　込　方　法 申込締切日 参加料締切日

陸上競技

●全国大会出場校は全国大会ホームページから必要書類をダウンロードする。

　所定の用紙に必要事項を記入（入力）し、県中体連に提出する。

　①参加申込書２部（原本＋コピー１部）

●県専門部長がとりまとめ、宅配便または、書留速達で申し込む。

　「第4４回全日本中学校陸上競技選手権大会申込書在中」と朱書きする。

　①大会参加申込一覧表２部（原本＋コピー１部）

　②参加校一覧表2部（原本＋コピー1部）

　③競技者参加申込一覧表２部（原本＋コピー１部）

★①～③はＥ-mailでも申し込む。

　④学校別参加申込書：１校ごとに２部（原本＋コピー１部）

　⑤参加資格を得た各大会のプログラム（訂正済み）1部

　　決勝記録一覧表1部

　　全リザルト（トラック・フィールドの全ラウンドの記録一覧表）1部

　　※参加有資格者を赤で囲み、申込み番号を記入した付箋をつける

　⑥資格審査・プログラム編成会議時の連絡先

　⑦参加料・ナンバーカード送金内訳表

　⑧外字作成申請書（必要のない場合は「なし」と記入）

●参加料（一人３，０００円）、ナンバーカード代（一人５００円）を県中体連で取りまとめ、指定口座に振り込む。

県中体連事務局から
郵送。（専門部長）

　  8/１(火)正午

8/１
(火)
正午

水泳競技

●全国大会出場校はWeb-SWMSYSによりエントリーする。

●全国大会出場校は次のものを県中体連に提出する。（１部はコピー可）

　①学校別参加申込書　２部

　②競技会申込（エントリーTIME）データ一覧表（Web-SWMSYSより）2部

　③競技会申込（リレー）データ一覧表（Web-SWMSYSより）2部

　④参加料：選手１名につき３000円

　⑤外部指導者(コーチ)確認書（写真貼付）＋写真１枚

　　（上半身・無背景・無帽・正面・履歴書サイズ40mm×30mm・裏に「県名・学校名・氏名」を記入）

●県中体連は、会長承認後次のものを一括して、簡易書留速達で全国大会実行委員会に郵送する。

　参加料は、県中体連で取りまとめ、指定口座に振り込む。

　①学校別参加申込一覧表1部　　②都道府県別参加申込一覧1部

　③競技会申込（エントリーTIME）データ一覧表（Web-SWMSYSより）１部

　④競技会申込（リレー）データ一覧表（Web-SWMSYSより）１部

　⑤参加料：選手１名につき３000円

　⑥県大会バックアップデータ（リザルトシステム）

　　標準記録突破者一覧を保存したデータファイル（メールで送信、CDに保存して郵送する）

　⑦リザルトシステムより印刷した標準記録突破者一覧

　⑧外部指導者(コーチ)確認書＋写真1枚

●参加料の振込の際は必ず振込人の氏名の前に県名をつける）

県中体連事務局から
郵送。届かないこと
が予想される場合は
ＦＡＸで送信後、至
急 郵 送 （ 専 門 部
長）

　　７/３１(月)

７/３１
(月)

平成2９年度　全国中学校体育大会申込方法及び申込期日一覧表



競技名 参　加　申　込　方　法 申込締切日 参加料締切日

平成2９年度　全国中学校体育大会申込方法及び申込期日一覧表

バスケットボール

●四国大会出場校は全国大会ホームページから参加申込書をダウンロードする。
　所定の用紙にプリントアウト、CD-R作成をし、県中体連に提出する。
　①所定の参加申込書　（全国大会実行委員会提出用：水色）
　②所定の参加申込書　（ 日本バスケットボール協会提出用：黄色）
　③外部指導者（Ａコーチ）確認書（校長承認書）
　　写真2枚（上半身・無背景・無帽・正面・30㎜×24㎜・裏に「県名・学校名・氏名」を記入）
　④チームトレーナー申請書（校長承認書）
　　写真2枚（上半身・無背景・無帽・正面・30mm×24mm・裏に「県名・学校名・氏名」を記入）
　⑤プログラム・大会ホームページ用メンバー表のデータ
　⑥プログラム・大会ホームページ用チーム写真（正規のユニフォーム着用）のデータ
　⑤・⑥をまとめて1枚のＣＤ－Ｒ等に保存し、表面にチーム名を表記する。
●県中体連に提出されたものを、ブロック競技部長をとおして、全国大会実行委員会に提出する。
●参加料は、全国大会出場決定後、指定口座に振り込む。

専門部長が四国大会
へ持参。

ブロック長が郵送。
　　 8/１０(木)

8/１５
(火)

サッカー

●四国大会出場校は全国大会ホームページから必要書類をダウンロードする。

　所定の用紙に必要事項を記入（入力）し、県中体連に提出する。

　①申込書1部

　②チーム写真（裏に学校名）、チーム紹介

　③外部指導者（コーチ）確認書＋写真２枚（上半身：30㎜×24㎜・裏に県名・学校名・氏名）

※四国大会出場校は申込データ・チーム写真・チーム紹介を、8/３（木）までにE-mailで実行委員会事務局まで送信。

チーム紹介はFAXでも送信する。(公財）日本サッカー協会のWEB登録は８/７（月）１６：００までに完了する。

●県中体連に提出されたものを、ブロック競技部長をとおして、全国大会実行委員会に提出する。

●参加料は、全国大会出場決定後、指定口座に振り込む。

学校から
E-mail 8/３（木)
web登録
　8/７(月)16:00

四国大会に専門部長
が持参。
ブロック長が郵送。
　  　8/７(月)

8/１４
(月)

ハンドボール

●四国大会出場校は全国大会ホームページから必要書類をダウンロードする。

所定の用紙に必要事項を記入（入力）し、県中体連に提出する。

　①参加申込書1部

　②外部指導者（コーチ）確認書

※全国大会出場決定後、各校から必要事項を入力した参加申し込みファイルと、チーム写真のデータを全国大会実行委員会

へE-mailで送信する。写真データは２ＭＢ以上のＪＰＥＧデータで送信する。出場校紹介文、公式練習割当希望表・プログ

ラム事前購入申込書をFAXで送信する。 8/８（火）〆切

●全国大会出場決定後、申込書一式は県中体連事務局から全国大会実行委員会に提出する。

●参加料は、全国大会出場決定後、指定口座へ振り込む。

学校から
E-mail･ＦＡＸ 8/８
（火）
申込書一式は県中体
連事務局から郵送。
　
　　 8/８(火)

8/８
(火)

軟式野球

●四国大会出場校は所定の用紙に必要事項を記入（入力）し、県中体連に提出する。

　①選手登録名簿1部（データは各校から四国大会までに全国大会実行委員会にE-mailで送信）

　②外部指導者（コーチ）確認書

※全国大会出場が決定後、デジカメで撮影したチーム写真データ２～3枚ＪＰＥＧ１ＭＢ以上２ＭＢ以下（８cm×1７cm

にしたときに鮮明なもの）と出場校紹介をＥ-mailで、宿泊輸送アンケートとＦＡＸ送信票はＦＡＸで各校から全国大会実

行委員会へ送信・発送する。８/１０（木）1２:00〆切

●県中体連に提出されたものを専門部長が四国大会に持参する。ブロック競技部長をとおして、全国大会実行委員会に提出

する。申込後の選手、指導者の登録変更は認めない。

●参加料は、全国大会出場決定後、指定口座に振り込む。

四国大会に専門部長
が持参。

ブロック長が郵送。
監督会議翌日までに
投函

8/１０
(木)



競技名 参　加　申　込　方　法 申込締切日 参加料締切日

平成2９年度　全国中学校体育大会申込方法及び申込期日一覧表

体操競技

●四国大会出場校は所定の申込書に必要事項を記入するか、全国大会ホームページからダウンロードして作成し、県中体連
に提出する。
　①申込書1部
　②監督確認書（写真貼付）
　③監督ＩＤ台紙（写真貼付・正面の枠内にブロック名・学校名・氏名を明記）
　④外部指導者（コーチ）確認書又はテクニカルアドバイザー確認書（写真貼付）

⑤外部指導者（コーチ）・又はテクニカルアドバイザーＩＤ台紙（写真貼付・正面の枠内にブロック名・学校名・氏名を
明記）
※写真は上半身・無帽・30mm×24mm・裏に学校名・氏名記入
●全国大会出場決定後、申込書一式は県中体連事務局から全国大会実行委員会に提出する。
●参加料は、全国大会出場決定後、男女・種別にかかわらず、学校ごとに指定口座に振り込む。

県中体連事務局から
E-mail(pdf) 又 は Ｆ
ＡＸ後郵送。
　
　E-mail・FAX
 ８/１０(木)15:00
　
　郵送　8/1２(土)

8/１４
(月)

新体操

●四国大会出場校は全国大会ホームページからファイルをダウンロードする。

　参加申込ファイルに必要事項を入力し、所定の用紙にプリントアウトして県中体連に提出する。

　①申込書1部

　②外部指導者（コーチ）確認書

●県中体連に提出されたものを、県中体連会長印を押印して四国大会時に各校に返却する。

　全国大会出場が決定した学校は各校から必要書類を全国大会事務局へ郵送する。

　③参加料送付書（裏に振込控えのコピーを貼付）

　④伴奏音楽調査書

　⑤外字申請書（該当校のみ）

※全国大会出場決定後、申込書は各校からE-mailで全国大会実行委員会に送信する。（ブロック大会翌日中）

●参加料は、団体は県名・出場学校名、個人は県名・個人名・出場学校名を明記して指定口座に振り込む。

四国大会時に専門部
長から返却された申
込書とともに必要書
類を各校から郵送す
る。
　
　   8/１０(水)

8/１０
(木)

バレーボール

●四国大会出場校は所定の書類に必要事項を記入し、①②を全国大会実行委員会へ各校からE-mailで送信する。

①③④を県中体連に提出する。①③④は県中体連から全国大会実行委員会に提出する。⑤は全国大会出場決定後、各校か

らＦＡＸで期日までに全国大会実行委員会に送信する

　①申込書1部（県中体連に提出とともに全国大会事務局にE-mail送信）

　②チーム写真・決意表明（全国大会事務局へE-mail送信・JPG形式でファイル名を「県名・チーム名」とする。

　③外部指導者（コーチ）確認書＋写真2枚（上半身・無背景・無帽・正面・30㎜×24㎜・裏に県名・学校名・氏名）

　④チーム撮影申請書

　⑤練習会場使用希望・プログラム申込ＦＡＸ送信用紙８/９（水）17:00

※全国大会出場決定後、その他の書類を各校から発送する。

●参加料とプログラム購入代金の合計金額を、「整理番号・学校名」で指定口座に振り込む。

四国大会出場校から
E-mail
 8/３(木）17:00

県中体連事務局から
郵送
 8/９(水)

8/９
(水)

ソフトテニス

●四国大会出場校は所定の用紙に必要事項を記入（入力）し、県中体連に提出する。

　①申込書1部

　②外部指導者（コーチ）確認書

●県中体連に提出されたものを専門部長が四国大会に持参する。

   ブロック競技部長をとおして、全国大会実行委員会に提出する。

●参加料は、学校名(ゼッケンと同じ表記)・監督名で指定口座に振り込む。

四国大会に専門部長
が持参。

ブロック長が郵送。
　   8/１０(木)

8/１６
(水)



競技名 参　加　申　込　方　法 申込締切日 参加料締切日

平成2９年度　全国中学校体育大会申込方法及び申込期日一覧表

卓球

●四国大会出場校は所定の書類に必要事項を記入し、県中体連に提出する。

　①申込書1部

　②アドバイザー確認書

●全国大会出場決定後、申込書一式は県中体連事務局から全国大会実行委員会に提出する。

●全国大会出場決定後、各校から団体戦出場校は学校紹介用紙を８/11（木）までに全国大会実行委員会へ郵送又はFAXで

送付する。

●参加料は、指定口座に振り込む。参加料納付書は、必ず学校名、団体戦・個人戦の種別を記入し、振り込み後、すぐにＦ

ＡＸで全国大会事務局に送付する。

※振込名は、「学校名」から先に入力すること。

県中体連事務局から
FAX後速達で郵送。
　
　　8/１１(金)

8/１４
(月)

バドミントン

●四国大会出場校は所定の書類に必要事項を記入し、県中体連に提出する。

　①申込書1部

　②外部指導者（コーチ）確認書（団体戦用）

　③入場許可申請書（個人戦用）

※全国大会出場決定後、申込書を各校から四国大会最終日までにE-mail送信で全国大会実行委員会へ送信し仮申込をする。

●全国大会出場決定後、申込書一式は県中体連事務局から全国大会実行委員会に提出する。

●参加料は、県名と学校名がわかるようにカタカナ１２文字以内にまとめ、指定口座に振り込む。

県中体連事務局から
郵送。

　   8/１１(金)

8/１1
(金)

ソフトボール

●四国大会出場校は所定の書類に必要事項を記入し、県中体連に提出する。
　①申込書1部
　②外部指導者（コーチ）確認書・ＩＤカード申込書
　③大会プログラム原稿・チーム紹介文
※全国大会出場決定次第、各校から申込書・外部指導者（コーチ）確認書をE-mailまたはFAXで全国大会実行委員会へ送
信する。また、各校から「大会プログラム原稿・チーム紹介文」、「チーム集合写真データ」を、E-mailで全国大会実行委
員会へ送信する。（プログラム原稿・チーム紹介文と写真は別に送信する）
●全国大会出場決定後、申込書一式は県中体連事務局から全国大会実行委員会に提出する。
●参加料は、「出場チーム人数」を明記し、指定口座に振り込む。

県中体連事務局から
FAX後郵送（書留速
達）。

　   8/１０(木)

8/１０
(木)

柔道

●全国大会出場校は所定の書類を大会申込Webページに必要事項を入力し、印刷した必要書類を県中体連に提出する。
　①申込書（１部）
　②コーチ確認書（１部）
　③選手・監督・コーチIDカード原本（写真貼付）
　④団体戦出場校は集合写真をＥ-mailで県中体連事務局に送信する。
　⑤プログラムデータ記入用紙
●県専門部長は以下の書類をまとめて全国大会実行委員会に提出する。
　①申込書（１部）
　②コーチ確認書（各校ごとに１部）
　③選手・監督・コーチIDカード原本（写真貼付）
　④プログラムデータ（E-mail添付送信及び印刷原本）
　⑤団体戦出場校集合写真
　⑥全選手分参加費振込確認書
　⑦県専門部長IDカード（写真貼付）
●参加料は、県中体連で取りまとめ、指定口座に振り込む。

県中体連事務局から
郵送する。
　
　　 8/４(金)

8/４
(金)



競技名 参　加　申　込　方　法 申込締切日 参加料締切日

平成2９年度　全国中学校体育大会申込方法及び申込期日一覧表

剣道

●全国大会出場校は所定の用紙に必要事項を記入し、①（記入した申込書）を県中体連に提出する。

　申込書は県中体連事務局から全国大会実行委員会に提出する。

　①～④は各校から全国大会実行委員会ホームページで手続きをし、入力、送信する。

　①申込書1部

　②決意表明（団体戦）

　③チーム写真（団体戦）

　④顔写真（個人戦）

※申込書は黒字で楷書にて、所定の用紙で県中体連に提出する。参加申込後の選手の変更は原則認めない。大会ホームペー

ジでの手続きは、配布されたIDとパスワードでログインし、必要なデータ・ファイルを入力・添付して送信する。（座席指

定券は県専門部長が各校に配布する。）

●参加料は、指定口座に学校名で振り込む。

各校からEーmail

県中体連事務局から
郵送。
　
　　8/３(木)正午

８/３
(木)
正午

相撲

●全国大会出場校は所定の書類に必要事項を記入し、県中体連に提出する。

   申込書一式は県中体連事務局から全国大会実行委員会に提出する。

　①申込書1部

　②監督確認書（写真貼付5ｃｍ×４cm）

　③外部指導者（コーチ）確認書

※全国大会実行委員会ホームページから大会参加申込書をダウンロードして必要事項を入力し各校から全国大会実行委員会

にE-mailで送信する。

●参加料は、団体は出場学校名、個人は出場学校名及び個人名を明記して、指定口座に振り込む。

各校からEーmail

県中体連事務局から
郵送。
　
 　　 8/１(火)

8/１
(火)

留意事項：各競技とも大会要項を精読し、参加申込（申込書、部数、写真、チーム紹介、コーチ確認、宿泊申込、参
加料等）についてはぬかりのないようにお願いします。


