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総     則 

平成24年4月1日改定 

１．競技者登録について

    この要綱に記載の競技会に出場する競技者及びチームは、全て(財)日本水泳連盟の競技者登録及び団体登

録を完了している者に限る。但し、下記「除外大会」に記述ある大会についてはその限りではない。また、

ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエントリーはできない。（エン

トリーされた場合は削除する。） 

※競技者登録を抹消された者は、全ての公式競技会・公認競技会に出場することが出来ない。 

※除外大会： 

姫路市小学校水泳大会  国民皆泳姫路地区大会 

中播地区中学校水泳競技大会  姫路市中学校総合体育大会水泳競技

２．競技会参加資格と標準［出場制限］記録について

    この要項に記載の競技会には、それぞれ参加資格の制限があり、出場制限記録も定められる。（記録とは､

各種目・距離とリレー･メドレーリレーの第１泳者正式時間及び1500ｍ自由形の800ｍにおける正式時間を

含む）各所属のコーチ・監督は厳守のこと。 

３．競技会の参加申込みについて

    各競技会における申込規定を参照の上、申込書類の記入事項に誤りのないことに留意し、競技会ごとの方

法に従って申込みを行うこと。 

４．不行跡行為等の制裁について

    故意に競技の進行を妨げたり、大会の品位を著しく傷つけたりする行為等に対しては、その行為者及び所

属チームを含め制裁を科することがある。 

５．商標使用の規制について

本協会では選手や役員のみなさんが宣伝・広告の媒体とならないように競技場の「アリーナ」内で着たり、持

ち込んだりするもの、たとえば水着やシャツ、トレーニングウェア、バッグなどのマークなどについて次のよう

に制限をしています。よく読んで必ず守ってください。 

１ ついていてもよいもの 

（１）自分の氏名、エントリーした所属（チーム・学校・クラブ等）の名称やマーク。

（２）国旗・国または地域の名称（自国でなくてもよい）、都道府県や市町村の名称やマーク。 

（３）公式競技会および公認競技会のシンボルマークや本連盟が認めたもの。 

（４）水着・ウェア等のメーカーロゴ・マーク。 

（５）事前に届出承認がされている、スポンサーロゴ。 

２ それぞれの大きさと数 

それぞれの大きさ（サイズ）は着用前の面積とします。採寸方法は正方形または長方形とみなし、縦×横

で面積を求めます。それぞれの面積は最大を示し、その範囲内であれば大きさに規定はありません。 
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マークの種類／用途 
水着についていて

よい大きさと数 

ウェアについていて

よい大きさと数 

その他のものについて

いてよい大きさと数 

自分の氏名、エントリーした所属の名

称・マーク、国旗・国または地域等の名

称やマーク、公式・公認競技会のマー

クや本連盟が認めたもの 

競泳は50 以内で

１カ所。競泳以外の

競技は大きさ数に

制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

メーカーのロゴ・マーク 
メーカーロゴまた

はマークは30 以

内で１カ所。（注１） 

メーカーロゴは40

以内で１カ所。マーク

は20 以内であれ

ば、いくつついていて

もよい。 

メーカーロゴは20 以

内で１カ所。マークは20

以内であれば、いく

つ、ついていてもよい。 

事前承認されたスポンサーロゴ 30 以内で１カ所。 40 以内で１カ所。 20 以内で１カ所。 

注１ ワンピース水着の場合は、ウエストより上に１つウエストより下に１つ許され、ツーピース水着の場合 

は、上部に１つ下部に１つが許される。ただし、これらの商標名は相互に隣接して置くことはできない。 

６．水着の取扱いについて 

日本水泳連盟並びに加盟団体が主催する競技会（公式競技会）と公認された競技会（公認競技会）の競泳競

技において、着用できる水着は下記の通りです。 

１ ＦＩＮＡの公認した水着を着用すること。 

※規定に外れる水着を着用して泳いだ場合の記録は、各公式・公認競技において参考記録扱いとなり、決勝

への出場および全国大会や国際大会の標準突破記録として認められず、日本水泳連盟のランキングにも反

映されません。 

２ 着用できる水着は１枚のみとし、水着の重ね着は禁止

する。 

３ 水着へのテーピングおよび２次加工は禁止する。 

※水着の重ね着、水着へのテーピングおよび２次加工の

規定に違反した場合は失格となります。 

7．「競技者手帳」の公認記録認定について 

    (財)日本水泳連盟「水泳資格表」の５級以上は各競技会の「認定員(上級認定員)」が、４級以下は各所属

の「初級認定員」が認定を行う。 

8．結果公開について 

すべての大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り、兵庫県水泳連盟、
日本水泳連盟のホームページに掲載（公開）される。掲載（公開）を希望しない競技者は大会当日競技
者本人（未成年の場合は保護者）が本部までその旨を知らせること。 
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個人情報保護についての基本方針

姫路市水泳協会
制定：２００６年４月

姫路市水泳協会（以下、本協会といいます）は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識

し、個人情報保護法に基づく以下の方針により個人情報の保護に努めます。

１．登録情報の取得、管理及び利用主体

本協会への競技会エントリー運用情報は、競技参加団体により取得し、本協会及び兵庫県水泳連盟、

（財）日本水泳連盟によって登録され、管理、利用されます。

２．登録情報の取得と利用の目的について

登録情報は、（財）日本水泳連盟、兵庫県水泳連盟、本協会が主催・主管する競技会はじめ種々の活

動が公正・円滑に行われることを目的として取得され、次のような目的で利用されます。

【１】 兵庫県水泳連盟及び（財）日本水泳連盟の競技者登録管理及び登録者であることの識別

【２】 各種競技会のプログラム（大会プログラム、スタートリスト、組み合わせリスト）等の大会情報

作成

【３】 各種競技会において氏名、チーム名等個人情報の公表（会場内外速報、ホームページ、報道機関、

雑誌社等）に関しての報道関係資料の作成

【４】 主催大会、講習会、強化合宿、各種協会からのご案内、その他チーム・選手にとって有益と思わ

れる情報の送付

３．個人情報の第三者提供について

本協会は、登録情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する

場合には、当該第三者につき厳正な調査を行った上、登録団体及び登録者の秘密を保持させる為に適

正な監督を行います。

４．登録情報の管理について

本協会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止する為、適正な情報セキュリティ対策

を講じます。

本協会の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、本協会事務局までご連絡下

さいます様お願い申し上げます。
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ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによる選手登録について
姫路市水泳協会 情報担当 

1. 登録の準備 
I ログインの方法 
① 日本水泳連盟への登録は、兵庫県水泳連盟のＷＥＢページより行います。インターネット接続が出来るパソコンにて
「兵庫県水泳連盟」のＷＥＢページにアクセスして下さい（図１） 

図１ 

② WEBSYMSYSログイン画面になります。(図2) 

ユーザーＩＤ（普通なら２８＃＃＃）とパスワードを入力します。
次に、氏名、連絡先（電話番号）を入力し、○印のログインボタンをク
リックして下さい。 

※パスワード等がわからない場合は、メールまたはFAXで下記の県水
泳連盟事務局まで問い合わせ下さい。 

③ 日本水泳連盟会員ページに入ります。(図３)の○印の競技者登録をクリックして下さい 

をクリック

＜ログイン関係についてのお問合せは＞
県水泳連盟事務局

毎週水・金10:00～17:00 
TEL078-641-1204 FAX078-641-

1305 
mail reg1@hyogo-sf.jp 

図２

図３
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④ 競技者登録用ログイン画面が新しいウィンドウで立ち上がります(図４) 

ユーザー名：user パスワード：1111 （通常は
共通）を入力して下さい 

○印の「同意します」をクリックした後、〇印のロ
グインをクリックすると競技者登録のトップべー
ジが開きます。 

II 入力情報の準備 

☆選手登録に必要な情報は、 
i. 選手氏名(漢字・フリガナ) ← プログラムや電光表示にそのまま使われますので、正確に入力して下さい。
ii. 選手生年月日(西暦) 

現在スイミングスクールで登録中の選手や過去に登録のある選手の場合、登録番号が既に発行されていま
す。漢字・フリガナは既登録と同じにして下さい。尚、異なる場合は、新しく番号が付与されてしまいます。
（二重登録）また、生年月日の誤入力にも注意下さい。 

    ☆代表者や連絡者名に変更があったとき→フルネームが必要です。 

2. 競技者登録作業の手順・登録の準備 

(1) 競技者登録画面(図５) 
…登録関係は、すべて右のページから始めます。もし、違うページに
行っても、左上の自分の団体名をクリックすると、このページに戻っ
てきます。 

(2) 登録の流れ 
図６の①～⑥の順で登録作業を進めます 

団体名をクリックすると
このページに戻ります 

図５

図４

図６
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① 団体登録変更(図７)…［団体登録変更］をクリックする。 

② 競技者登録(図8)…（新規・転入）競技者登録（新規・転入）をクリックします 

２．代表者名を入力

３．連絡者名を入力 ※2か所

４．変更がないときでも『年度登録』に

入力が必要です 。登録年度と確認

のチェックを入れて下さい

５．ページ一番下の［登録］ボタンをク
リックして下さい。正しく登録さ
れれば『正しく登録されました』と
画面上部にメッセージが出ます。 

※必須項目に未入力等があれば、その
項目が赤色で反転していますので再入
力下さい

６．左上の学校名をクリックして『登
録用トップページ』に戻って下さい 

１．略称・電光用略称は、そのままプロ

グラムや電光処理に使われますのでご

注意下さい

２．競技種目にチェック
して下さい。 

１．個人情報の入力 
(ア) 漢字氏名・フリガナ(半角)の入力 
(イ) ［ローマ字変換］ボタンを押下 
(ウ) 性別・生年月日(西暦)の入力 
(エ) ［計算］ボタンを押下 

※漢字で、「高、髙」「斉、斎、齊」などは
すべて別の文字として扱われます。 

３．間違いなく、過去に一度も選手登録をしてしない

選手の場合はこちらをクリック

３．過去に登録したかどうか不明の場合を含め、登

録の可能性がある選手の場合はこちらをクリック

図７

図８
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③ 卒業者と退部・退会者の処理(図12) 
…競技者登録照会・変更・削除（一覧表示）］ 
をクリックします 

前ページの３．の登録後、 
今まで一度も登録したことがない選手について
は、図９のような画面が出ます。 
(ア) 間違いの確認 
(イ) ［競技者登録変更］をクリック 
(ウ) 図1０が表示される 
(エ) 最下部の[登録]を押下 
(オ) もう一度、[登録]を押下で正式登録完了 

前ページの３．の登録後、 
過去に登録があった選手については、図1１のよ
うな画面が出ます。 
(ア) 間違いの確認 
(イ) 生年月日横の［計算］をクリックし、正しい
学年を確認して下さい。 

(ウ) ［追加登録・同一区分での転入］をクリック 

※一番下の［登録］は、新しい番号をつける（別
人の登録）ことになりますので、絶対にクリック
しないで下さい。 

左上の団体名をクリックし、 
『登録用トップページ』に戻ってください。 

引き続き、新規登録選手を繰り返し入力して下さ
い。 

卒業者、退部、退会者の選択 
(ア) ３つのチェックボックスをすべてチェックし
てから、表示ボタンを押して下さい。 

(イ) 表示された選手の中に卒業生・退部者がいまし
たら、該当選手の右端にチェックをし、『一括
削除』をして下さい。※複数人いる場合は連続
してチェックOK！！ 

図９

図１０

図１１

図１２

左上の団体名をクリックし、 
『登録用トップページ』に戻ってください。 

引き続き、新規登録選手を繰り返し入力して下さ
い。 
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④ 年度更新処理(図13)…［年度更新処理］をクリック 

⑤ 学年一括更新(図14)…学年一括更新］をクリック 

⑥ 県水泳連盟への提出書類の作成 
県水泳連盟へは下記２種類の用紙を提出(fax可)する必要があります。 
 Ａ） このwebswmsys上で作成する団体登録申請書(代表者･担当者捺印)

 Ｂ） 県水泳連盟HPのフォーム集にある基本登録送付書(入金後の振替票貼付)

A) 団体登録申請書の作成(図15)…「登録状況確認（登録団体申請書）」をクリック 

作業後は、左上の学校名をクリックし、『登
録用トップページ』に戻ってください。 

新入部員だけでなく、現在籍者もここ
で同時に登録します。 
(ア) 年度更新が必要な選手にチェック
マークをつける 

(イ) 登録する年度を確認の上、［年度更
新］をクリックする。 

作業後は、左上の団体名をクリックし、『登
録用トップページ』に戻ってください。 

すべての選手の学年が、登録年度に合わ
せて自動的に更新されます。繰り返し実
行しても問題ありません。 
(ア) 実行ボタンをクリック 

作業後は、左上の団体名をクリックし、『登
録用トップページ』に戻ってください。 

表示されている登録内容を確認して下さい 
(ア) ［申請］をクリックし、競技者登録情報明
細選択画面(図16)に移ります 

表示されている登録内容を確認して
ください。 
(イ) [申請用紙表示］をクリックする
と水泳連盟への登録が完了しま
す。(図17) 

図１３

図１４

図１５

図１６
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B) 県水泳連盟基本登録送付書の作成…県水泳連盟HP(図19)のフォーム集にある基本登録送付書をダウンロードしてく
ださい 

3. 大会エントリーについて 

［団体登録申請書表示］をクリックして提出書
類を表示させる。(図18) 

「団体登録申請書」が表示されたら 
(ア) 一番下の［印刷］をクリックして、印刷下
さい。 

(イ) 代表者 校長公印の捺印 
(ウ) 担当者 顧問印の捺印 

(ア) 県水泳連盟ＨＰを開く 
(イ) ［フォーム］をクリックして下さい 
(ウ) 基本登録送付書をご自身のパソコンへダ
ウンロードしてください 

＊選手の追加登録の際は［追加登録送付書］を
ダウンロードして下さい。 

図１７

図１８

図１９
図２０

図２２
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3. 個人種目エントリー方法

④ 全エントリーの入力作業が終了し、
集計作業を実施する場合にはクリック
（必須作業です） 

図 2２で[エントリー]をクリックすると
正式登録された選手一覧(図 2３)が表示
されます 
(ア) 入力する選手名の左にある[エント
リー]をクリック 

(イ) 選んだ選手の入力画面(図 24)にな
りますので出場種目に を付ける 

(ウ) 要項の制限タイムを確認しながら
タイムの入力をする 

(エ) すべてのエントリーが入力出来た
ら[登録]をクリック 

図２１

図２５ 図２６

図２２

図２３

図２４
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4. リレー種目エントリー方法 

5. 集計作業方法 

図 2２で[リレー]をクリックすると図
２７の画面が開きます。 
(ア) 出場種目に を付ける 
(イ) 要項の制限タイムを確認しなが
らタイムの入力をする 

(ウ) 男女ともすべてのリレーエント
リーが入力出来たら[登録]をクリ
ック 

図 2２で[集計]をクリックすると図２
８の画面が開きます。 
※エントリーを完了させる大切な作業
です。必ず行ってください。 

正しく集計作業が終わると図 29 が
表示されます。 
(ア) それぞれブラウザで表示して確
認して下さい。ミスがあった場
合、元に戻って修正して下さい。 

(イ) 確認後、印刷し姫水協へ提出 

図２７

図２８

図２９

図３０

図３１

☆競技力向上の場合 

(オ) 協力競技役員１～３の入力※出場選手２0 名以上

は2名以上 

(カ) 申込み人数を入力 

(キ) 速報を希望する団体は部数を入力（紙ベース） 

(ク) 当日、撮影許可証を希望する団体は必要部数を正

確に入力 

(ケ) 本大会申込金の領収書が必要な団体は【要】と入力 

(コ) すべての項目が入力出来たら[集計]をクリック 

図３２
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エントリーに必要な書類は、上記3つを含む以下の４つになります。 

１．申込一覧表 ２．競技会申し込み（エントリー）一覧 

３．競技会申し込み（ｴﾝﾄﾘｰTIME）一覧 ４．競技会申し込み（リレー）一覧 

期日までにＷＥＢエントリー作業を行い、郵送またはＦａｘ申込みを完了させてく

ださい。 

図３０

図３１

図３２
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日本水泳連盟会員ページ 新アドレス 
https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 

※２０１２年３月１４日(水）１０時以降  

申込書類送付先 
申込先が「姫路市水泳協会」となっている競技会は、以下のように申し込むこと。 

1. 申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー操作方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された

選手のエントリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申

込金は、原則、返金対応は行いません。） 

2. 申込書類 以下の書類を作成し提出すること。 

①申込一覧表   

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧・・・リレーに出場する場合のみ提出 

3. 参 加 費 各大会により異なるため、各大会要項を確認すること。 

4. 振 込 先  〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替  口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

  ②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店  店 番：０９９ 

預金項目：当座   口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

5. 申 込 先 

＜郵 送＞  〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９－２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

    ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

6. 二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳
協会のホームページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

7.
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(太　字　は　公　式　競　技　会)

17/04/13
～

17/04/16

17/04/23

17/04/29

17/04/30

17/05/07

17/05/13
～

17/05/14

17/05/14

17/05/19
～

17/05/21
17/05/20 web締切日
～ 2017/4/29

17/05/21

17/05/28

17/05/28

17/05/28

17/05/28

17/05/28

17/06/03 web締切日
～ 2017/5/13

17/06/04

17/06/10

17/06/10
～

17/06/11
17/06/10
～

17/06/11

17/06/11

17/06/11

web締切日
17/06/18 2017/5/27

web締切日
17/06/18 2017/5/27

17/06/23
～

17/06/25

17/07/02

17/07/05
～

17/07/06
17/07/08 web締切日
～ 2017/6/17

17/07/09
17/07/16
～

17/07/17
17/07/16
～

17/07/17

17/07/16

17/07/22
～

17/07/24
17/07/27
～

17/07/28
17/07/29 web締切日
～ 2017/7/8

17/07/30

17/08/02

17/08/03

17/08/05
～

17/08/06

短

2817305

2817304 第68回西播高等学校選手権水泳競技大会

三木市水泳協会

2817670 第33回JSCA近畿SC選手権地区対抗水泳競技大会 兵庫地域委員会 ポーアイ 長 近畿大会

短

ポーアイ

2817627 第2回東播オープン春季水泳記録会

2817101

淡路水泳協会 南あわじ市温水 短

明石市水泳協会 文化体育館

2817612 第12回淡路島交流水泳競技大会

長

兵庫県水泳連盟

2817201

第6回兵庫県マスターズ水泳競技大会

第68回姫路市小学校水泳大会

尼崎の森

長

長

兵庫県水泳連盟

兵庫県水泳連盟

平成29年度東播高等学校総合体育大会水泳競技大会

兵庫県水泳連盟

平成29年度兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会

2817718 第5回神戸市春季水泳競技大会 神戸市水泳協会 県立文化体育館

2817601

日本水泳連盟 東京辰巳国際 長 全国大会2817781 ジャパンオープン2017(50m)

三木山

2817780 第93回 日本選手権水泳競技大会 競泳競技 日本水泳連盟 日本ガイシアリーナ 長 全国大会

第61回兵庫県中学校総合体育大会
第68回兵庫県中学校選手権水泳競技大会

2817380 第71回近畿高等学校選手権水泳競技大会

ポーアイ

兵庫地域委員会

長

2817608 平成29年度春季姫路市競技力向上記録会 姫路市水泳協会 姫路スポーツ

尼崎の森

兵庫県水泳連盟

ポーアイ

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

2817602

兵庫県水泳連盟 ポーアイ 長 未公認

長

長

ポーアイ兵庫地域委員会

長

短

姫路市水泳協会

予備日：8/4

ポーアイ

長

三木山

2817798

姫路市民

姫路市水泳協会

兵庫県水泳連盟

第40回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
夏季水泳競技大会

社高等学校

2817501
第48回兵庫県実業団水泳競技大会
日本スポーツマスターズ選考会

尼崎水泳協会 尼崎の森

兵庫県水泳連盟

2817705

2817796
第59回神戸市民体育大会

平成29年度神戸市民選手権水泳競技大会（オープン）

2817303 第58回阪神高等学校選手権水泳競技大会

第59回神戸市民体育大会
平成29年度神戸市民選手権水泳競技大会

ポーアイ

平成29年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会

2817795 平成29年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会（オープン）

ポーアイ

2817701
平成29年度兵庫県選手権水泳競技大会

平成29年度兵庫県民体育大会水泳競技大会
第72回国民体育大会選手派遣選考会

姫路市水泳協会

長

ポーアイ

姫路市民

長

長

ポーアイ

長

長2817301
平成29年度兵庫県高等学校総合体育大会
第70回兵庫県高等学校選手権水泳競技大会

2817706

2817205 第57回神戸市中学校総合体育大会水泳競技大会

明石市水泳協会

2817203

2817604

2817204
平成29年度中播地区中学校総合体育大会水泳競技の部
第61回兵庫県中学校総合体育大会水泳競技予選会

神戸市水泳協会

尼崎水泳協会

神戸市水泳協会

神戸市水泳協会

平成29年度兵庫県夏季公式記録会

尼崎水泳協会 尼崎の森

2817615 兵庫地域夏季チャレンジミート大会

長

長

第37回春季姫路市室内選手権水泳競技大会

長

姫路市水泳協会

2817603 平成29年度兵庫県長水路公式記録会 兵庫県水泳連盟 尼崎の森

社中学校

長

長ポーアイ

長姫路市民

2817206
第39回東播地区中学校総合体育大会水泳競技大会

第68回東播中学校選手権水泳競技大会

2017年度（平成29年度）兵庫県水泳連盟　公式・公認競技会日程（競泳）

大会コード 大 会 名
申 請 加 盟 協 会
※ １ 開 催 日

場 所
※ 2

水 路 備 考

2817613 第13回前期姫路ジュニア水泳競技大会 姫路市水泳協会 姫路スポーツ 短

短

短

第33回兵庫県中学校春季水泳記録会 三木市水泳協会 短

姫路スポーツ

2817651 第48回マックトライアルスプリット水泳競技大会 マックスポーツ(株) 尼崎の森 短 未公認

長

第12回淡路島交流水泳競技大会（チャレンジ） 短

近畿水泳連盟

淡路水泳協会 南あわじ市温水

2817704

2817614

2817692

京都アクアリーナ 長
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大会コード 大 会 名
申 請 加 盟 協 会
※ １ 開 催 日

場 所
※ 2

水 路 備 考

17/08/05
～

17/08/06

17/08/07

17/08/09
～

17/08/10
17/08/09
～

17/08/10

17/08/09

17/08/10
～

17/08/11

17/08/19

17/08/19

17/08/22

17/08/22
～

17/08/26
17/08/24
～

17/08/25
web締切日

17/08/26 2017/8/5

17/08/28

17/08/28

17/09/02
～

17/09/03

17/09/03

17/09/09
～

17/09/10

17/09/10

17/09/15
～

17/09/17

17/09/24

17/09/24

17/10/01

17/10/07
～

17/10/08

17/10/15

17/10/22

17/10/29

17/11/03 web締切日
～ 2017/10/14

17/11/04
17/11/11
～

17/11/12

17/11/12

17/11/19

17/11/26

17/12/10

17/12/10

17/12/24

17/12/24

18/01/07 web締切日
～ 2017/12/9

18/01/08

2817707

尼崎の森

短

2817783
FINAスイミングワールドカップ2017東京大会
第59回 日本選手権(25m)水泳競技大会

日本水泳連盟 東京辰巳国際

2817794

2817103

2817306 神戸市水泳協会

全国大会

姫路市民

2817680 第40回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 日本水泳連盟 東京辰巳国際 長 全国大会

長

三木山

短

2817307

2817782 第72回 国民体育大会 水泳競技 日本水泳連盟 松山中央公園

三木山第23回明石市室内水泳競技大会 明石市水泳協会

短

全国大会

2817298 第30回明石市中学校新人大会水泳競技大会 明石市水泳協会 二見中学 短 未公認

兵庫地域スプリンター＆ディスタンス大会2817617

2817712

長

姫路スポーツ

姫路スポーツ

県立文化体育館

長

短 未公認

2817202
第53回兵庫県中学校学年別水泳競技大会
平成29年度兵庫県中学校新人水泳競技大会

尼崎の森

兵庫地域委員会兵庫地域冬季トライアル大会

2817620

平成29年度第10回兵庫県高校対抗冬季水泳競技大会

姫路市水泳協会第33回後期姫路ジュニア水泳競技大会

2817710

2817708

尼崎水泳協会

尼崎水泳協会

2817208

平成29年度尼崎市民選手権水泳競技大会

第67回神戸市中学校学年別水泳競技大会 神戸市水泳協会

第32回高砂選手権水泳競技大会

2817682 2017年第38回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会 日本スイミングクラブ 金沢市

短

尼崎の森

尼崎水泳協会

第70回姫路市民体育大会夏季大会水泳競技の部

姫路市水泳協会

姫路市民

明石海浜

兵庫県水泳連盟

短

短

兵庫地域Ａ・Ｂ・Ｃ級大会 兵庫地域委員会 ＪＳＳ大久保 短

2817711

明石市水泳協会

明石海浜

2817702 平成29年度兵庫県短水路選手権水泳競技大会 尼崎の森

姫路市民

未公認

短

全国大会

ポーアイ

2817297 明石海浜

2817619 兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

第4回神戸市秋季水泳競技大会 神戸市水泳協会

第11回秋季姫路市室内選手権水泳競技大会

長

長高砂市民

第70回神戸市高等学校水泳競技大会

姫路市水泳協会

長

第50回明石市学童水泳記録会

尼崎の森

2817696

第60回兵庫県高等学校ジュニア選手権水泳競技大会

姫路市水泳協会平成29年度秋季姫路市競技力向上記録会

平成29年度国民皆泳姫路地区大会

2817102

2817207

姫路市水泳協会

高砂水泳協会

2817709

兵庫県水泳連盟

明石市水泳協会

短

ポーアイ

ポーアイ

長

2817695 兵庫地域Ａ・Ｂ・Ｃ級大会

2817616

2817628

尼崎の森

2817719

短

2817302 兵庫県水泳連盟

第46回明石市選手権水泳競技大会
第70回明石市総合体育大会水泳競技大会

第2回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会

ポーアイ

平成29年度姫路市中学校総合体育大会水泳競技の部
第49回姫路市中学校水泳競技大会

短

未公認

三木市水泳協会

ＪＳＳ尼宝

姫路市水泳協会

兵庫県水泳連盟

長

明石市水泳協会

長

長

尼崎の森

兵庫地域委員会

三木山

長

長

兵庫県水泳連盟

平成29年度尼崎市民選手権水泳競技大会（オープン）

兵庫地域委員会

平成29年度東播地区中学校新人体育大会水泳競技大会
第43回東播中学校新人水泳競技大会

兵庫地域委員会

ポーアイ

平成29年度兵庫県ジュニアスイマーズミート秋季大会

短

長

長

2817785 日本スポーツマスターズ2017 日本水泳連盟 尼崎の森 長 全国大会

2817209 第21回兵庫県中学校冬季水泳記録会

2817580 第67回 日本実業団水泳競技大会 日本水泳連盟 長 全国大会

2817784 第93回 日本選手権水泳競技大会 ＯＷＳ競技 日本水泳連盟 お台場海浜 全国大会

短

2817621

2817605

短

姫路スポーツ

短
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大会コード 大 会 名
申 請 加 盟 協 会
※ １ 開 催 日

場 所
※ 2

水 路 備 考

18/01/14

18/01/14

18/01/21

18/01/27 web締切日
～ 2018/1/6

18/01/28

18/02/04

18/02/04

18/02/11

18/02/18

18/02/18

18/02/24 web締切日
～ 2018/2/3

18/02/25

18/03/04

18/03/18

18/03/21

18/03/25

18/03/25

17/03/27
～

17/03/30

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

大会日未決定

※1   兵庫地域委員会・・・（社）日本SC協会近畿支部兵庫地域委員会
※２ 　姫路スポーツ・・・・・・姫路総合スポーツ会館    ポーアイ・・・・・・・・・・・神戸ポートアイランドスポーツセンター　

　三木山・・・・・・・・・・・三木山総合公園屋内プール    赤穂市民・・・・・・・・・・赤穂市民総合体育館室内プール
　 尼崎の森・・・・・・・・・・尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設

2817626 第4回姫路市競技力向上長水路記録会 姫路市水泳協会 姫路市民 長 今年度未実施

2817642 平成29年度長田区中学・高校水泳競技大会 神戸市水泳協会 短 未公認

2817740 第65回神戸市総合体育大会水泳競技の部 神戸市水泳協会 ポーアイ 長 未公認

2817662 第36回JSSグランドチャンピオンシップ水泳競技大会 ＪＳＳ ＪＳＳ宝塚 短 未公認

2817713 平成29年度冬季姫路市競技力向上記録会 姫路市水泳協会

第36回兵庫県中学校対抗水泳競技大会

短

2817717

第17回神戸市競技力向上水泳競技記録会 神戸市水泳協会

明石市水泳協会

2817715

短

赤穂市水泳協会

兵庫地域委員会

2817681 第40回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 日本水泳連盟

兵庫地域Ａ・Ｂ・Ｃ級大会

未公認

兵庫地域委員会 神鉄ＳＳ兵庫地域Ａ・Ｂ・Ｃ級大会2817697

こうでら 短 未公認

今年度未実施

2817671 第31回サンＳＳ対抗戦水泳競技大会 サンスポーツクラブ

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会 短

全国大会

短

2817694 兵庫地域委員会

2817622

短

兵庫県水泳連盟

短

短

短

2817623

尼崎の森

姫路スポーツ

赤穂市民

姫路スポーツ

三木山

短尼崎の森

第27回冬季姫路市室内選手権水泳競技大会

2817624

2817693 兵庫地域Ａ・Ｂ・Ｃ級大会 兵庫地域委員会 本山スポーツ＆カルチャー

短

2817611 兵庫地域Ｂ・Ａ・ＡＡ級大会

2817714 第25回赤穂市室内水泳競技大会

兵庫地域春季チャレンジミート大会 兵庫地域委員会 尼崎の森

2817606 平成29年度兵庫県冬季公式記録会

平成29年度尼崎室内選手権水泳競技大会

三木山兵庫地域委員会

尼崎の森

三木山

2817716

兵庫地域Ｂ・Ａ・ＡＡ級大会 兵庫地域委員会

県立文化体育館

ＪＳＣＡ新年フェスティバル大会

2817618

2817641 平成29年度ＳＥＧＡＷＡ招待水泳大会 神戸市水泳協会 文化体育館 短 未公認

2817607

2817210

2817625

第40回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
春季水泳競技大会

短

姫路スポーツ

短

姫路市水泳協会 短

短

短

明石市水泳協会

こうでら

兵庫県水泳連盟 尼崎の森 短

兵庫県水泳連盟

東京辰巳国際 短

第14回東播オープン冬季水泳記録会

尼崎水泳協会

2817240 神戸市中学校総合体育大会 区大会 神戸市水泳協会

2817643 第5回兵庫県実業高校水泳大会 神戸市水泳協会 科学技術高校 未公認

今年度未実施

短

長 未公認

短

2817793 平成29年度尼崎室内選手権水泳競技大会（オープン） 尼崎水泳協会 尼崎の森

短

2817661 第77回JSSチャンピオンシップ水泳競技大会（北海道） ＪＳＳ ＪＳＳ宝塚 短 未公認

サンスポーツクラブ ＳＵＮ加西 短 未公認

2817673 第13回ＳＵＮマスターズ水泳競技大会 サンスポーツクラブ ＳＵＮ加西 短 未公認

2817660 第77回JSSチャンピオンシップ水泳競技大会（関西西） ＪＳＳ ＪＳＳ宝塚 短 未公認

2817672 サンスイムフェスティバル（ジュニア）

未公認
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２０１７年度 

（平成２９年度） 

競技日程一覧表 

大 会 日 
大会 

コード 
大  会  名 会  場 締 切 

出場 

条件等 
申  込  先 

４月２３日

（ 日 ） 
2817608

平成２９年度 春季 

姫路市競技力向上記録会

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
４／１４ 

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

５月１４日

（ 日 ） 
2817704

第３７回 春季 

姫路市室内選手権大会 

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
４／２８ 

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

６月１１日

（ 日 ） 
2817613

第１３回前期姫路ジュニア

水 泳 競 技 大 会

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
５／２６ 

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

７月５・６日

（水・木） 
2817204

平成２９年度 中播地区

中 学 校 水 泳 競 技 大 会
姫路市民プール

６／１９ 

（月） 

中播地区中学校体育連

盟水泳競技部 副部長 

８月 ２日

（ 水 ） 
2817304

第６８回 西播高等学校

選手権水泳競技大会
姫路市民プール

７／３ 

（月） 
WEBのみ 

網干高等学校 

戸田 宛 

８月 ３日

（ 木 ） 
2817101

第６８回 姫路市小学校

水 泳 大 会
姫路市民プール 未定 

姫路市小学校体育連盟 

水泳大会部 部長 

８月９・10日

（水・木） 
2817707

第70回姫路市民体育大会

水泳競技の部 
姫路市民プール

７／２１ 

（金） 

市内団体 

限定 
姫路市水泳協会事務局 

８月９・10日

（水・木） 
2817103

平成２９年度 

国民皆泳姫路地区大会
姫路市民プール

７／２１ 

（金） 

市内小学 

限定 
姫路市水泳協会事務局 

８月２２日

（ 火 ）
2817207

第４9回姫路市中学校 

総合体育大会水泳競技 
姫路市民プール

８／２ 

（水） 

姫路市中学校体育連盟 

水泳競技部 副部長 

８月26・27日

（土・日） 

第11回ひめじ家島ｵｰﾌﾟﾝ

ｳ ｫ ｰ ﾀ ｰ ｽ ｲ ﾐ ﾝ ｸ ﾞ 大 会

姫路市家島町 

清水の浜 

ひめじ家島オープンウォータースイミング

大会実行委員会事務局 

平成２９年度 第６回 

姫路市競技力向上 

長水路記録会 

姫路市民プール  姫路市水泳協会事務局 

10月 １日

（ 日 ） 
2817616

平成２９年度 秋季 

姫路市競技力向上記録会

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
９／１５ 

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

１１月１２日

（ 日 ） 
2817712

第１１回 秋季 

姫路市室内選手権大会 

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
１０／２７

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

１２月１０日

（ 日 ） 
2817620

第３３回後期姫路ジュニア

水 泳 競 技 大 会

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
１１／２４

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

１月１４日

（ 日 ） 
2817７１３

平成２９年度 冬季 

姫路市競技力向上記録会

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
１２／２２

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

２月 ４日

（ 日 ） 
2817715

第２７回 冬季 

姫路市室内選手権大会 

姫路市立総合スポーツ

会館温水プール 
１／１９ 

（金） 
県内選手限定 姫路市水泳協会事務局 

※長水路記録会は、本年度休止。 
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平成２９年度 春季姫路市競技力向上記録会要項   大会番号２８１７６０８ 

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．共    催  姫路市、姫路市体育協会 

３．期    日  平成２９年 ４月２３日（日） ９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競技方法   年令区分は平成２９年４月１日を基準とする。

【個人種目】 

(イ)男女別で行う。 

(ロ)参加は小学生以上とする 

(ハ)各種目とも年令を問わず記録の高いものから班組みし、競技を行う。 

(ニ)各種目ともタイムレースとする。 

(ホ)スタートは１回とする。 

【リレー種目】 

(イ)男女別で行う。 

(ロ)各種目ともタイムレースで行う。 

(ハ)リレーに出場する場合は必ず同一グループのメンバーで編成すること。 

Ａグループ 小学生 

        Ｂグループ 中学生 

     Ｃグループ 高校生・一般 

(二)スタートは１回とする。 

(ホ)本大会はリレー種目においてグループ分けが存在するが、競技結果等においては区別されないため申込時

にリレー用のグループコード（クラスコード）を付加する必要はない。

(ヘ)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に A.B.C を付加すること。 

例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 

６．記録会種目

       自  由  形 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ(小学除く )
        背  泳  ぎ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        平  泳  ぎ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        バ タ フ ラ イ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        個人メドレー ２００ｍ ４００ｍ(小学除く )

フリーリレー     ２００ｍ(小学のみ) ４００ｍ(小学除く )
        メドレーリレー     ２００ｍ(小学のみ) ４００ｍ(小学除く )

※出場制限： 小学生については４００ｍ種目は出場できない。 
  団体種目において２００ｍ競技は小学生のみとし、４００ｍ競技は小学生を除く。
※制限タイム： 以下の距離の全種目については大会運営上、出場制限を設けます。申込時によく確認の上申

し込んでください。 
２００ｍ  → ４：００．００ 
４００ｍ  → ７：３０．００ 
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７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子(小学のみ)

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子(小学のみ)

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子(小学除く )

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子(小学除く )

5. タイム決勝 個人メドレー 400m   女子 

6. タイム決勝 個人メドレー 400m   男子 

7. タイム決勝 自由形  50m   女子 

8. タイム決勝 自由形  50m   男子 

9. タイム決勝 平泳ぎ  200m   女子 

10. タイム決勝 平泳ぎ  200m   男子 

11. タイム決勝 背泳ぎ  200m   女子 

12. タイム決勝 背泳ぎ  200m   男子 

13. タイム決勝 バタフライ 200m   女子 

14. タイム決勝 バタフライ 200m   男子 

15. タイム決勝 自由形  400m   女子 

16. タイム決勝 自由形  400m   男子 

17. タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 

18. タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 

19. タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 

20. タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 

21. タイム決勝 バタフライ 50m   女子 

22. タイム決勝 バタフライ 50m   男子 

23. タイム決勝 自由形  200m  女子 

24. タイム決勝 自由形  200m  男子 

25. タイム決勝 フリーリレー 200m   女子(小学のみ)

26. タイム決勝 フリーリレー 200m   男子(小学のみ)

27. タイム決勝 平泳ぎ  100m  女子 

28. タイム決勝 平泳ぎ  100m  男子 

29. タイム決勝 背泳ぎ  100m  女子 

30. タイム決勝 背泳ぎ  100m  男子 

31. タイム決勝 バタフライ 100m  女子 

32. タイム決勝 バタフライ 100m  男子 

33. タイム決勝 自由形  100m  女子 

34. タイム決勝 自由形  100m   男子 

35. タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 

36. タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 

37. タイム決勝 フリーリレー 400m   女子(小学除く )

38. タイム決勝 フリーリレー 400m   男子(小学除く )

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟に団体登録した兵庫県内のチームに所属し、競技者登録した者 

(ロ)制  限 学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

１人２種目以内（フリーリレー、メドレーリレーは除く） 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原
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則、返金対応は行いません。） 

※ 団体種目のみの参加選手については、申込金（個人種目エントリー代）は不要です。た

だし、その選手ヘの記念品等の配付はありません。 

(二)申込書類 ①申込一覧表 

※協力競技役員については一団体20名以上の参加の場合は、2名お願いします。 

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 

(ホ)参 加 費     申込金（１名１，０００円・・・含プログラム代） 

                速報１，０００円、フレーリレー・メドレーリレー（１チーム１，０００円） 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９―２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 
(チ)申込締切   平成２９年４月１４日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

９．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切

の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 
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(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※記録認定は、競技が成立した場合のみとなります。（失格・棄権等の不成立の種目については認

定できません。） 

※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人、団体エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本

部の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用やリレー種目を市内チーム限定で実施、リレー

種目の中止とすることがあります。（その場合には、申込金の返金対応有り） 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、日

水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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第３７回 春季姫路市室内選手権水泳競技大会要項 大会コード２８１７７０４

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．共    催  姫路市、姫路市体育協会 

３．期    日  平成２９年５月１４日（日） ９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競 技 方 法 年令区分は平成２９年４月１日を基準とする。 

【個人種目】 

(イ)競技はクラス混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが競技結果においてはクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ)年令別で行う。（男女とも同グループ） 

     Ａグループ 小学１・２年生 

        Ｂグループ 小学３・４年生 

     Ｃグループ 小学５・６年生 

     Ｄグループ 中学生 

     Ｅグループ 高校生・一般 

(ニ)スタートは１回とする。 

(ホ)所属団体の所在地が県内市外となる場合は、所属する全参加選手を記録の公認のみ（ＯＰＥＮ）とする。 

【リレー種目】 

(イ)競技はクラス混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが、競技結果はクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ) 年令別で行う。（男女とも同グループ） 

     Ｃグループ 小学生 

     Ｄグループ 中学生 

     Ｅグループ 高校生・一般 

(二)スタートは１回とする。 

(ホ)本大会はクラス別にて行うためリレーに出場する場合は必ず同一グループのメンバーで編成すること。 

 例１ 所在地が姫路市外のチーム → オープン参加（村○工高 OP 等） 

(ヘ)リレー種目に出場する場合（オープン参加も含む）は申込時に必ず該当のグループコードを付加すること。

協会側では当日まで出場選手が不明のため予選班組みができず出場不可とせざるを得ないので、申込時に

忘れずに付加すること。グループコードはリレー用グループコード一覧表を参考にすること。 

(ト)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に半角英数で A.B.C を付加すること。 

  例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 

23



☆リレー用グループコード一覧表☆ 

学種 小１・２年 小３・４年 小５・６年 中学 高校・一般 

グループ名 Ｃ Ｄ Ｅ 

男子・女子共通

入力コード 
３ ４ ５ 

 ※複数クラスにまたがるオープン参加は出場できません。 

６．競 技 種 目

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ・Ｅ 

 自 由 形

  背 泳 ぎ

  平 泳 ぎ

  バタフライ

  個人メドレー 

フリーリレー

  メドレーリレー

５０ 

５０  

５０  

５０  

５０ １００  

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

２００

５０ １００ ２００ 

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

              ２００

５０ １００ ２００  ４００

５０  １００  ２００ 

５０  １００  ２００ 

５０  １００  ２００ 

              ２００ ４００

２００ 

２００

                      ４００

                      ４００

７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子 小学生 

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子 小学生 

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子 中学生・高校・一般 

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子 中学生・高校・一般 

5. タイム決勝 個人メドレー 400m  女子 中学生・高校・一般 

6. タイム決勝 個人メドレー 400m   男子 中学生・高校・一般 

7. タイム決勝 自由形  200m   女子 小学5･6年生 

8. タイム決勝 自由形  200m   女子 中学生・高校・一般 

9. タイム決勝 自由形  200m   男子 小学5･6年生 

10. タイム決勝 自由形  200m   男子 中学生・高校・一般 

11. タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

12. タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 中学生・高校・一般 

13. タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

14. タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 中学生・高校・一般 

15. タイム決勝 背泳ぎ  200m   女子 中学生・高校・一般 

16. タイム決勝 背泳ぎ  200m   男子 中学生・高校・一般 

17. タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

18. タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 中学生・高校・一般 

19. タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

20. タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 中学生・高校・一般 

21. タイム決勝 平泳ぎ  200m   女子 中学生・高校・一般 

22. タイム決勝 平泳ぎ  200m   男子 中学生・高校・一般 

23. タイム決勝 バタフライ 50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

24. タイム決勝 バタフライ 50m   女子 中学生・高校・一般 

25. タイム決勝 バタフライ 50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

26. タイム決勝 バタフライ 50m   男子 中学生・高校・一般 

27. タイム決勝 バタフライ 200m   女子 中学生・高校・一般 

28. タイム決勝 バタフライ 200m   男子 中学生・高校・一般 

29. タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 小学3･4･5･6年生 

30. タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 中学生・高校・一般 
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31. タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 小学3･4･5･6年生 

32. タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 中学生・高校・一般 

33. タイム決勝 自由形  50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

34. タイム決勝 自由形  50m   女子 中学生・高校・一般 

35. タイム決勝 自由形  50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

36. タイム決勝 自由形  50m   男子 中学生・高校・一般 

37. タイム決勝 フリーリレー 200m   女子 小学生 

38. タイム決勝 フリーリレー 200m   男子 小学生 

39. タイム決勝 背泳ぎ  100m   女子 小学3･4･5･6年生 

40. タイム決勝 背泳ぎ  100m   女子 中学生・高校・一般 

41. タイム決勝 背泳ぎ  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

42. タイム決勝 背泳ぎ  100m   男子 中学生・高校・一般 

43. タイム決勝 平泳ぎ  100m   女子 小学3･4･5･6年生 

44. タイム決勝 平泳ぎ  100m   女子 中学生・高校・一般 

45. タイム決勝 平泳ぎ  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

46. タイム決勝 平泳ぎ  100m   男子 中学生・高校・一般 

47. タイム決勝 バタフライ 100m   女子 小学3･4･5･6年生 

48. タイム決勝 バタフライ 100m   女子 中学生・高校・一般 

49. タイム決勝 バタフライ 100m   男子 小学3･4･5･6年生 

50. タイム決勝 バタフライ 100m   男子 中学生・高校・一般 

51. タイム決勝 自由形  100m  女子 小学3･4･5･6年生 

52. タイム決勝 自由形  100m  女子 中学生・高校・一般 

53. タイム決勝 自由形  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

54. タイム決勝 自由形  100m   男子 中学生・高校・一般 

55. タイム決勝 自由形  400m   女子 中学生・高校・一般 

56. タイム決勝 自由形  400m   男子 中学生・高校・一般 

57. タイム決勝 フリーリレー 400m   女子 中学生・高校・一般 

58. タイム決勝 フリーリレー 400m   男子 中学生・高校・一般 

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟に団体登録した姫路市内のチームに所属し、競技者登録した者 

※所在地が県内市外の選手は記録の公認のみとする。 

  ※県外選手は申込み不可とする。 

(ロ)制  限 学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

１人２種目以内（リレー、メドレーリレーは除く） 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原

則、返金対応は行いません。） 

※ 団体種目のみの参加選手については、申込金（個人種目エントリー代）は不要です。た

だし、その選手ヘの記念品等の配付はありません。 

 (二)申込書類  ①申込一覧表 

※協力競技役員については一団体 20 名以上の参加の場合は、2名お願いします。

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 
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(ホ)参 加 費        申込金（１種目５００円）、プログラム代金（１部５００円） 

                速報１、０００円、フリーリレー・メドレーリレー（１チーム１，０００円） 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９－２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 

(チ)申込締切   平成２９年４月２８日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

９．表    彰 （対象：姫路市内所属出場選手） 

(イ)各種目とも３位までを表彰する。 

(ロ)男女各１名（小学１・２年生、小学３・４年生、小学５・６年生、中学、高校・一般の５グループ）を優

秀選手として表彰する。 

１０．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切

の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 

(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 
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(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人、団体エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本

部の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用やリレー種目を市内チーム限定で実施、リレー

種目の中止とすることがあります。（その場合には、申込金の返金対応有り） 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生等は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、

日水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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 第１３回前期姫路ジュニア水泳競技大会要項     大会番号２８１７６１３

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．後    援  姫路市、姫路市体育協会 

３．期    日  平成２９年６月１１日（日）  午前９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競技方法    年令区分は大会当日を基準とする。 

＜Ｈ２６年度よりＡ～Ｄグループ（14歳以下）のチャンピオンシップエントリー廃止について＞ 

Ｈ２５年度まではＡ～Ｄグループの選手が、チャンピオンシップで参加を認めておりましたが、Ｈ２６年度

よりＣＳグループを廃止し、年齢区分のみでの運営としますのでエントリーの際、注意すること。 

【個人種目】 

(イ)競技は、男女別、クラス混合（Ａ・Ｂ・ＣとＤ・Ｅは区別する）で行うが、競技結果ついてはすべてクラ

ス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ)年令別で、下記のグループで行う。 

                  男 子                女 子 

Ａ  グループ     ６才～８才       ６才～８才 

Ｂ  グループ     ９才～１０才      ９才～１０才 

Ｃ  グループ     １１才～１２才      １１才～１２才 

Ｄ  グループ  １３才～１４才  １３才～１４才 

Ｅ  グループ     １５才～１８才     １５才～１８才 

(ニ)６才は小学生に限る。満１８才は高校生に限る。 

(ホ)スタートは１回とする。 

(ヘ)クラスを超えてのエントリーは認めない。 

【リレー種目】 

(イ)競技はクラス混合、男女別で行い、競技結果はクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ)年令別で、下記のグループで行う。 

                  男 子                女 子 

Ａ  グループ     ６才～８才       ６才～８才 

Ｂ  グループ     ９才～１０才      ９才～１０才 

Ｃ  グループ     １１才～１２才          １１才～１２才 

Ｄ  グループ  １３才～１４才  １３才～１４才 

Ｅ  グループ     １５才～１８才     １５才～１８才 

(二)６才は小学生に限る。満１８才は高校生に限る。 

(ホ)スタートは１回とする。 

(ト)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に半角英数で A.B.C を付加すること。 

例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 
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☆リレー用グループコード一覧表☆ 

満年令 ６～８才 ９・１０才 １１・１２才 １３・１４才 １５～１８才 

グループ名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

クラスコード ０１ ０２ ０３ ０４ ０５ 

６．競技種目および出場制限タイム

泳 法 自由形 背泳ぎ 平泳ぎ

距 離 50 100 200 400 50 100 200 50 100 200 

男
子

Ａ 50-0    53-0   55-5   
Ｂ 47-0 49-0 51-5 

Ｃ 43-0 1-24-5 3-05-0  44-0 1-33-5  47-5 1-40-0  
Ｄ 40-0 1-12-0 2-37-0 5-45-0 40-0 1-21-5 2-59-5 40-0 1-29-5 3-15-5 
Ｅ 33-5 1-05-5 2-25-0 5-12-5 35-0 1-17-0 2-49-5 37-6 1-23-0 3-02-0 

女
子

Ａ 50-0    53-0   57-0   

Ｂ 47-0 49-0 53-0 
Ｃ 43-0 1-27-5 3-10-0  46-5 1-36-5  50-0 1-42-5  
Ｄ 41-0 1-18-0 2-52-0 6-08-5 42-0 1-29-5 3-10-0 43-8 1-38-0 3-27-0 
Ｅ 36-5 1-13-5 2-43-0 5-48-0 40-0 1-26-5 3-02-5 41-0 1-33-0 3-19-0 

泳 法 バタフライ 個人メドレー フリーリレー メドレーリレー

距 離 50 100 200 200 400 200 400 200 400 

男
子

Ａ 49-5   4-00-0  3-20-0  3-27-0   
Ｂ 45-5 3-40-5 3-08-0 3-12-0 
Ｃ 42-0 1-35-0  3-20-0  2-52-0  2-56-0   
Ｄ 37-8 1-18-0 2-55-0 2-59-5 6-23-0 5-00-0 5-27-0 
Ｅ 34-1 1-13-0 2-43-0 2-50-0 6-10-5  4-24-0  5-00-0  

女
子

Ａ 50-0   4-00-0  3-20-0  3-30-0   
Ｂ 46-0 3-49-5 3-08-0 3-15-0 
Ｃ 44-0 1-39-5  3-26-5  2-52-0  3-03-0   
Ｄ 39-5 1-25-5 3-08-0 3-10-5 6-47-5 5-25-0 5-55-0 
Ｅ 37-5 1-22-5 3-03-0 3-04-0 6-39-5  4-56-0  5-35-0  

※Ｈ２６年度よりＣＳを廃止し、年齢区分のみのＥグループとしました。 

７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m  女子 クラス混合ＡＢＣ 

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m  女子 クラス混合ＤＥ 

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m 男子 クラス混合ＤＥ 

5. タイム決勝 自由形  50m 女子 クラス混合ＡＢＣ 

6. タイム決勝 自由形  50m  女子 クラス混合ＤＥ 

7. タイム決勝 自由形  50m 男子 クラス混合ＡＢＣ  

8. タイム決勝 自由形  50m  男子 クラス混合ＤＥ 

9. タイム決勝 自由形  400m 女子 クラス混合 

10. タイム決勝 自由形  400m  男子 クラス混合 

11. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 クラス混合ＡＢＣ  
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12. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 クラス混合ＤＥ 

13. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

14. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＤＥ  

15. タイム決勝 平泳ぎ  200m  女子 クラス混合 

16. タイム決勝 平泳ぎ  200m  男子 クラス混合 

17. タイム決勝 背泳ぎ  50m  女子 クラス混合ＡＢＣ  

18. タイム決勝 背泳ぎ  50m 女子 クラス混合ＤＥ 

19. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

20. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＤＥ 

21. タイム決勝 背泳ぎ  200m 女子 クラス混合 

22. タイム決勝 背泳ぎ  200m  男子 クラス混合 

23. タイム決勝 バタフライ 50m 女子 クラス混合ＡＢＣ 

24. タイム決勝 バタフライ 50m  女子 クラス混合ＤＥ 

25. タイム決勝 バタフライ 50m  男子 クラス混合ＡＢＣ 

26. タイム決勝 バタフライ 50m 男子 クラス混合ＤＥ 

27. タイム決勝 バタフライ 200m  女子 クラス混合 

28. タイム決勝 バタフライ 200m 男子 クラス混合 

29. タイム決勝 個人メドレー 400m 女子 クラス混合 

30. タイム決勝 個人メドレー 400m 男子 クラス混合 

31. タイム決勝 フリーリレー 200m 女子 クラス混合ＡＢＣ 

32. タイム決勝 フリーリレー 200m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

33. タイム決勝 自由形  100m  女子 Ｃ女子 

34. タイム決勝 自由形  100m  女子 クラス混合ＤＥ 

35. タイム決勝 自由形  100m  男子 Ｃ男子 

36. タイム決勝 自由形  100m 男子 クラス混合ＤＥ 

37. タイム決勝 平泳ぎ  100m 女子 Ｃ女子 

38. タイム決勝 平泳ぎ  100m  女子 クラス混合ＤＥ 

39. タイム決勝 平泳ぎ  100m 男子 Ｃ男子 

40. タイム決勝 平泳ぎ  100m 男子 クラス混合ＤＥ 

41. タイム決勝 背泳ぎ  100m  女子 Ｃ女子 

42. タイム決勝 背泳ぎ  100m 女子 クラス混合ＤＥ 

43. タイム決勝 背泳ぎ  100m 男子 Ｃ男子 

44. タイム決勝 背泳ぎ  100m 男子 クラス混合ＤＥ 

45. タイム決勝 バタフライ 100m 女子 Ｃ女子 

46. タイム決勝 バタフライ 100m 女子 クラス混合ＤＥ 

47. タイム決勝 バタフライ 100m 男子 Ｃ男子 

48. タイム決勝 バタフライ 100m 男子 クラス混合ＤＥ 

49. タイム決勝 個人メドレー 200m 女子 クラス混合 

50. タイム決勝 個人メドレー 200m 男子 クラス混合 

51. タイム決勝 自由形  200m 女子 クラス混合 

52. タイム決勝 自由形  200m 男子 クラス混合 

53. タイム決勝 フリーリレー 400m 女子 クラス混合ＤＥ 

54. タイム決勝 フリーリレー 400m 男子 クラス混合ＤＥ 

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟競技者登録申請中および完了者に限る。 

(ロ)制  限  兵庫県内の選手であること。 

１人２種目以内（リレー種目は除く） 

              各グループの標準タイムの泳力を有する者。 

学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン
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トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原

則、返金対応は行いません。） 

※ 団体種目のみの参加選手については、申込金（個人種目エントリー代）は不要です。た

だし、その選手ヘの記念品等の配付はありません。 

(二)申込書類 ①申込一覧表 

  ※協力競技役員については一団体 20 名以上の参加の場合は、2名お願いします。 

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 

(ホ)参 加 費        申込金（１種目５００円）、プログラム代金（１部５００円） 

        フリーリレー・メドレーリレー（１チーム１，０００円）、速報１，０００円 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９―２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 
 (チ)申込締切   平成２９年５月２６日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 
９．表   彰（対象：県内所属出場選手） 

(イ)各種目３位まで表彰する。 

(ロ)各グループ男女各１名を優秀選手として表彰する。 

１０．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切
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の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 

(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人、団体エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本

部の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用やリレー種目を市内チーム限定で実施、リレー

種目の中止とすることがあります。（その場合には、申込金の返金対応有り） 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、日

水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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平成２９年度 中播地区中学校総合体育大会水泳競技の部 

兼 第６１回兵庫県中学校総合体育大会水泳競技予選会 大会番号２８１７２０４

１．主    催 中播地区中学校体育連盟

２．共    催    姫路市教育委員会

３．期    日   平成２９年７月５日（水）・６日（木）  ８時００分 開場 

                                ９時００分 開会式 

                                ９時３０分 競技開始（予定） 

４．場    所   姫路市民プール（公認５０ｍ） 

５．参 加 規 定 ①中播地区中学校体育連盟に加盟する学校に在学する生徒であること。 

②学校長が参加を認めた生徒であること。 

６．競 技 方 法 ・予選はすべてタイムレースとする。 

・男子１５００ｍ.女子８００ｍ自由形は決勝タイムレースとする。 

・決勝種目はすべて８名で行う。補欠は２名。競技は学校対抗とする。 

７．競 技 種 目     

      男    子      女    子 

 自 由 形   50.100.200.400.1500m   50.100.200.400.800m 

 平 泳 ぎ   100m .  200m   100m .  200m 

 バタフライ   100m .  200m   100m .  200m 

 背 泳 ぎ   100m .  200m   100m .  200m 

 個人メドレー   200m .  400m   200m .  400m 

 フリーリレー   400m   400m 

 メドレーリレー   400m   400m 

８．競 技 順 序 
（第１日）７月５日（水）

     開 会 式 

   1. 女  400mメドレーリレー  予選 

   2. 男  400m    〃           〃 

   3. 女  200m個人メドレー     〃 

   4. 男  200m    〃           〃 

   5. 女   50m自 由 形       〃 

   6. 男   50m    〃           〃 

   7. 女  100m平 泳 ぎ       〃 

   8. 男  100m    〃           〃 

   9. 女  200m自 由 形       〃 

  10. 男  200m    〃           〃 

  11. 女  100mバタフライ       〃 

  12. 男  100m    〃           〃 

  13. 女  100m背 泳 ぎ       〃 

  14. 男  100m    〃           〃 

  15. 女 800m自 由 形     決勝 

  16. 女 200m個人メドレー    〃 

  17. 男 200m    〃          〃 

  18. 女  50m自 由 形      〃 

  19. 男  50m    〃          〃 

  20. 女 100m平 泳 ぎ      〃 

  21. 男 100m    〃          〃 

  22. 女 200m自 由 形      〃 

  23. 男 200m    〃          〃 

  24. 女 100mバタフライ      〃 

  25. 男 100m    〃          〃 

  26. 女 100m背 泳 ぎ      〃 

  27. 男 100m    〃          〃 

  28. 男1500m自 由 形      〃 

  29. 女 400mメドレーリレー  〃 

  30. 男 400m    〃          〃 
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（第２日）７月６日（木） 

  31. 女  400mリレー          予選 

  32. 男  400m    〃           〃 

  33. 女  400m個人メドレー     〃 

  34. 男  400m    〃           〃 

  35. 女  100m自 由 形       〃 

  36. 男  100m    〃           〃 

  37. 女  200mバタフライ       〃 

  38. 男  200m    〃           〃 

  39. 女  200m背 泳 ぎ       〃 

  40. 男  200m    〃           〃 

  41. 女  400m自 由 形       〃 

  42. 男  400m    〃           〃 

  43. 女  200m平 泳 ぎ       〃 

  44. 男  200m    〃           〃 

  45. 女 400m個人メドレー   決勝 

  46. 男 400m    〃          〃 

  47. 女 100m自 由 形      〃 

  48. 男 100m    〃          〃 

  49. 女 200mバタフライ      〃 

  50. 男 200m    〃          〃 

  51. 女 200m背 泳 ぎ      〃 

  52. 男 200m    〃          〃 

  53. 女 400m自 由 形      〃 

  54. 男 400m    〃          〃 

  55. 女 200m平 泳 ぎ      〃 

  56. 男 200m    〃          〃 

  57. 女 400mリレー          〃 

  58. 男 400m    〃          〃 

     閉 会 式 

９．申 込 規 定 

１．参加資格 ａ  中播地区中体連に加盟していている中学校の生徒で、学校長が出場を認めたものに限る。 

ｂ 平成１４年４月２日以降に生まれた者に限る。 

ｃ 選手は、予め健康診断を受け、在学する学校長の許可を必要とする。 

ｄ  引率教員のない学校の出場は認めない。 

ｅ 学校以外の所属団体を表すユニホーム及び水着の着用は禁止。   

２．申込制限  ａ  １校１種目３名以内。１人２種目以内（但し、リレー種目は除く）。 

リレー・メドレーリレーは１校１チーム６名まで申し込める。 

ｂ  申し込み〆切後の出場者の変更は一切認めない。 

３．申し込み方法（申し込み書類） 

・申込方法 Web-SWMSYS による申し込み･･･① 

               ・申込書類 別紙「大会申込一覧表・協力競技役員申請書」と①で作成した一覧表の２部。 

申込書に学校長印のないものは採用しない。(FAX は不可) 

          ・申込先    姫路市立高丘中学校 森下博光 

【ﾒーﾙｱﾄﾞﾚｽ】morishita_hiromitsu@himeji-hyg.ed.jp 

・申込〆切  平成２９年６月１９日（月）午後６時厳守 

               ・プロ編成  平成２９年○月○○日（○）午後○○時より 

                            場所  姫路市立飾磨東中学校 パソコン教室 

                          部長・副部長・庶務・委員の先生方は必ず出席すること。 

                          神崎郡の水泳世話係の先生も必ず出席すること。 

１０．競 技 規 定 

１．800m 以上の個人種目は決勝タイムレースとし、男子 1500m 自由形、女子 800m 自由形については、それ

ぞれ２３分、１３分以上かかった選手は失格とし、得点を与えず、競技進行上競技を途中で中止させる。 

(男子は 100m につき 1分 32 秒、女子は 100m につき 1分 37 秒 5を超えると退水させる。) 

２．決勝進出に同タイムがあった時、同じ組では着順、異なる組では抽選により決勝出場者を決定する。全

自動計時装置を使用した場合は抽選より決勝出場者を決定する。 

３．予選競技において、８名以下の参加の場合、予選レースを行わず、決勝タイムレースとする。（リレー種目

は除く） 

４．スタートは１回とする。 

     ５．競技はすべて２０１７年度（財）日本水泳連盟競泳競技規則による。 

１１．優勝決定法 

    １．個人種目は１位８点、２位７点・・・８位１点、リレー種目は１位１６点、２位１４点・・・８位２点とし、得点の多い学校を優

勝とする。 
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       得点の同じ場合は以下による。 

        ① リレー種目の得点の多い学校 

        ② 入賞者の多い学校（リレー種目は４とする。） 

        ③ １位の数、以下２位の数・・・８位までこれにならう。 

１２．そ の 他 

    １．選手の申込み以後の変更は認めない。 

    ２．競技中の傷害については、会場で応急処置を行うが、以降は学校で対処すること。 

    ３．参加前には校医の診断を受け、健康に異常のないことを確かめておくこと。 

４．県大会出場資格 

        個人種目で４位までの入賞者と決勝レースにおいて標準記録を突破した者及び、リレー種目で４位まで

の入賞チームと決勝レースにおいて６位までで標準記録を突破したチームは県大会に出場する資格が

与えられる。その出場権を放棄した場合は、次の選手・チームを繰り上げとする。 

５．本大会の結果は、兵庫県水泳連盟のＷｅｂページに掲載される。これに同意できない場合は、大会エントリ

ー時に申し出ること。 

６．個人情報の取り扱い 

     中播地区中体連は、個人情報保護方針に基づき、個人情報保護に関する法令を遵守し、取得する個人情

報については適正に取り扱う。取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ編成及び作成、大会結果掲載（ホームページ・大会記録集・報道機関への提供等）、その他競技運営

及び競技に必要な連絡等に利用する。 

  ◎県大会標準記録 

種    目 

県  中  学 

男 女 

 自 由 形 

    50m 

   100m 

   200m 

   400m 

 1500.800 

      28-09 

    1-01-99 

    2-16-19 

    4-50-89 

   19-42-89 

      30-89 

    1-07-29 

    2-28-19 

    5-08-49 

   10-30-69 

 背 泳 ぎ 
   100m 

   200m 

    1-13-59 

    2-36-69 

    1-19-49 

    2-45-39 

 平 泳 ぎ 
   100m 

   200m 

    1-18-49 

    2-47-79 

    1-27-59 

    3-04-69 

 バタフライ 
   100m 

   200m 

    1-09-79 

    2-45-39 

    1-19-29 

    2-58-69 

 個人メドレー 
   200m 

   400m 

    2-35-29 

    5-42-19 

    2-49-39 

    6-14-29 

 リ レ ー    400m     4-19-29     4-46-09 

 メドレーリレー    400m     4-56-89     5-21-79 

注意 

  １．各中学校教員が必ず引率し、学校受付をすること。 

  ２．参加生徒の引率・監督は出場校の校長、教員とする。コーチまたはマネージャーは学校長が認めた大会本
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部の許可を得た外部コーチであること。外部コーチは「ＩＤカード」を左胸につけること。 

 ３．大会当日午前８時００分に姫路市民プールを開門する予定です。生徒はあまり早く会場へ来ないこと。 

また、開門するまで整列して待機しておくこと。開門するまでは絶対に会場へ入ってはならない。 

  ４．会場内では着替えのための更衣室使用は認めるが、それ以外はスタンドで観戦すること。各自の持ち物は

すべてスタンドへ持って上がり、更衣室等の場所を控え所にしてはならない。 

  ５．各校のスタンド観戦場所は大会本部が事前に指定するので、各校の生徒は指定された場所で観戦するこ

と。 

  ６．本大会は､学校教育活動の一環であるので､ｼﾞｭーｽ･菓子類等の飲食及びスマートホン・音楽プレーヤー等

の電子機械類の使用を禁止する。 

◎ 事務連絡先    姫路市立飾磨東中学校  高田幸典  ℡ 079－235－5875 
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第６８回 西播高等学校選手権水泳競技大会    大会番号２８１７３０４ 

１．主  催  兵庫県高等学校体育連盟西播磨支部・姫路市水泳協会 

２．期  日  平成２９年８月２日(水) 

                    開場：８時００分 開会式：１０時００分 競技開始１０時３０分 

３．場  所  姫路市民プール（５０ｍ競泳プール） 姫路市西延末手柄山中央公園内 

４．種  目 

 男  子 女  子 

自  由  形    50  100  200 400    50  100  200 400 

平  泳  ぎ    50  100  200    50  100 

背  泳  ぎ    50  100  200    50  100 

バ タ フ ラ イ    50  100  200    50  100 

個 人 メドレー   200   200 

メドレーリレー   400   200 

リレー   200  800   200 800 

        １７種目       １４ 種目 

５．申込規定  （１）１校１種目３名以内、１名２種目以内とする。（リレー種目を除く） 

（２）申込み後の出場選手変更は認めない。 

（３）西播高体連に加盟している高校生徒で、学校長が出場を認めた者に限る。 

６．申込方法＜ＷＥＢエントリーのみ＞ 

（１）ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーデータ（①～④）をＦＡＸにて送付。 

①申込一覧表・競技役員・申込明細表添付・撮影許可書 

②エントリーＴＩＭＥデータ一覧表 

②エントリーデータ一覧表 

④リレーデータ一覧表（リレーに出場する場合のみ） 

（２）申 込 金   １０００円／１名（プログラム代含む） 

（３）送 付 先 

兵庫県立網干高等学校内 西播高体連水泳部委員長 戸田 辰徳 宛 

 〒671-1286  兵庫県姫路市網干区新在家259-1 

TEL 079-274-2012   FAX：079-274-2015  

（４）申込金払込先 ※振込先に注意！（兵水連・県高体連・姫水協ではありません） 

未定 （５月の顧問会議で連絡します。） 

〈振込依頼人は学校番号＋学校名〉（例：３０１アボシ） 

７．申込〆切    平成２９年７月３日（月）１６：００必着（時間厳守して下さい） 

８．そ の 他 ○競技は２０１７年度（財）日本水泳連盟競泳競技規則により、種目別、男女別に行う。 

○競技のスタートは１回のみとする。 

○競技はすべてタイムレースとする。 

○学校別対抗とする 

○リレー種目で複数チームを出場させる場合、チーム名末尾にB・C・Dを付加して区別す 

る。
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９．競技順序

１０：００ 開会式 

１０：３０ 競技開始 

１ 女子 ２００ｍ メドレーリレー      １７ 男子 ８００ｍ リレー 

２ 男子 ４００ｍ メドレーリレー      １８ 女子 ２００ｍ 個人メドレー 

３ 女子 ２００ｍ 自  由  形          １９  男子 ２００ｍ 個人メドレー 

４ 男子 ２００ｍ 自  由  形          ２０ 女子 １００ｍ 自 由 形 

５ 男子 ２００ｍ 背 泳 ぎ          ２１ 男子 １００ｍ 自 由 形 

６ 男子 ２００ｍ 平 泳 ぎ          ２２ 女子 １００ｍ 背 泳 ぎ 

７ 男子 ２００ｍ バタフライ          ２３ 男子 １００ｍ 背 泳 ぎ 

８ 女子  ５０ｍ 自  由  形          ２４ 女子 １００ｍ 平 泳 ぎ 

９ 男子  ５０ｍ 自  由  形          ２５ 男子 １００ｍ 平 泳 ぎ 

１０ 女子   ５０ｍ 背 泳 ぎ         ２６ 女子 １００ｍ バタフライ 

１１ 男子   ５０ｍ 背 泳 ぎ         ２７ 男子 １００ｍ バタフライ 

１２ 女子  ５０ｍ 平 泳 ぎ         ２８ 女子 ４００ｍ 自 由 形 

１３ 男子  ５０ｍ 平 泳 ぎ         ２９ 男子 ４００ｍ 自 由 形 

１４ 女子  ５０ｍ バタフライ       ３０ 女子 ２００ｍ リレー 

１５ 女子  ５０ｍ バタフライ     ３１ 男子 ２００ｍ リレー 

１６ 女子  ８００ｍ リレー 

※ 気象警報発令時の対応～『姫路市』に「大雨」・「洪水」・「暴風」のいずれかが発令された場合 

６：００ 現在で発令されている場合は自宅待機とします。 

９：００ 現在で警報継続中の場合は中止します（大会中止に伴う参加費の返金はできません）。 

９：００ 現在で解除されている場合は１１：００までに集合し、準備完了後に競技開始します。 
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第６８回 姫路市小学校水泳大会         大会番号２８１７１０１ 

１．主  催  姫路市教育委員会  姫路市小学校体育連盟 

２．後  援  姫路市水泳協会 

３．期  日  平成２９年８月３日(木)小雨決行 ※予備日８月４日(金) 

                    開場：８時００分 開会：８時５５分 競技開始９時２０分（予定） 

４．場  所  姫路市民プール 

５．種  目 男女共通 

自 由 形   ５０ｍ 

平 泳 ぎ   ５０ｍ 

背 泳 ぎ   ５０ｍ 

バタフライ   ５０ｍ 

リ レ ー  ２００ｍ 予選・決勝 

６．出場資格  姫路市立の小学校に在籍する５・６年の児童で、学校長が出場を認めた者に限る。 

７．出場制限  ①自由形を除き、各校１種目に１人。自由形については各校２名出場できる。 

②１人１種目〔但しリレーは兼ねることができる〕 

③リレ－は、各学校男女別に１チ－ムとする。 

８．競技方法    ①競技方法は２０１７年度(公財)日本水泳連盟競技規則並びに本大会競技規定により行う。 

②出場選手の変更は認めない。 

③各種目、小規模校から組編成を行う。 

④リレ－は、予選と決勝を行う。予選はタイムレ－スとする。 

⑤リレ－以外の種目は、タイムレ－ス決勝とする。 

９．表    彰    ①団体表彰について 

・男女総合・男子総合・女子総合は各１位～８位までに賞状を授与する。 

＜対抗得点 各組１位７点、２位６点、３位５点、…７位・８位を１点とし、

全種目(リレーの決勝を除く)の得点合計によるものとする。＞ 

・男女総合１位に優勝旗、男子総合・女子総合の各１位にトロフィ－を授与する。 

・同得点の場合の順位決定条件（１位のみ） 

①１位の数 ②２位の数 ③３位以下の上位の数 
②各組表彰について 

・各種目、各組１位に賞状を授与する。 

③個人表彰について 

・各種目１位～８位までに賞状を授与する。 

・各種目１位にトロフィ－を授与する。 
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10．申込方法 ①「便利くん Ver.2017」を小学校体育連盟ホームページ内の水泳大会部のページよりダウ

ンロードし、必要事項を入力の上、登録者一覧表（提出用）を印刷・押印し３部（１部原

本、２部コピ－）を下記申込先に提出するとともに、登録データファイル（提出用）をメ

ールにより水泳大会部長まで送信する。 

   ※「便利くん Ver.2017」の入力方法については、担当者会で説明する。 

○申込先（搬送便） 姫路市立○○小学校 ○○○○宛（℡       ） 

○送信先（メール） 姫路市立○○小学校 ○○○○宛 

件名：市水泳大会□○○ とすること。 

（□は学校番号 ○○は学校名） 

内容：申込責任者名・緊急連絡先携帯番号等必要事項を記載し、 

登録データファイル（提出用）を添付する。 

※搬送便とメールのどちらもが申込に必要 

②プログラム 

・プログラムは、各校に学校用１部と申込人数分を配布。 

③申込期限  ○月○○日(○) １２時００分必着のこと。 

※メール、搬送便ともに時間厳守

11．服  装   ①水着は学校の水泳授業に使用したもので、規定のゼッケンを縫いつけ、水泳帽を着用する。 

②学校水泳で使用した水着及び水泳帽であっても、スイミングスク－ルの商標があるものは

厳禁とする。（メーカーの商標については、最大５０平方センチメートルとする） 

③ゼッケンは一辺１０㎝の白地に学校番号を記入し、男子は右腰、女子はみぞおちにつける。 

12．個人情報の取り扱いについて 

①申込に伴う個人情報については、主催者側で厳重に保管し、本大会の目的以外に使うこと

はない。 

②参加申込書の提出により、上記①の取扱について承諾を得たものとみなし、氏名・学校名

等のプログラムヘの掲載や競技中のアナウンスを行う。 

③主催者が認めた報道機関が撮影した写真や大会の記録が、新聞・雑誌・ホームページ等で

公開されることがあります。 

13．そ の 他   ①競技中の疾病、傷害などについては主催者で応急処置はするが、その後の責任は負わない。

（日本スポーツ振興センターを適用する） 

②出場者全員に参加賞と記録証を渡す。 

③各校とも競技役員を派遣する。（別紙にて報告） 

④引率入場者は、各校に配布された「入場整理券」を持った者に限る。 
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第７０回姫路市民体育大会 水泳競技の部     大会番号 ２８１７７０７

兼 平成２９年度 国民皆泳姫路地区大会     大会番号 ２８１７１０３

１．主    催   姫路市・姫路市教育委員会・姫路市体育協会 

２．主    管   姫路市水泳協会 

３．期    日   平成２９年８月９日（水）・１０日（木） ＡＭ９：００競技開始 

４．場    所   姫路市民プール（公認５０ｍ） 

５．競 技 方 法 ①競技は市内の学校・職域団体対抗とする。 

【個人種目】 

(イ)競技は原則として、グループ別、男女別にて行う。 

(ロ)各種目とも予選混合タイムレースを行い、各クラス上位８名で決勝レースを行う。ただし、２００ｍ、４

００ｍ種目はタイムレース決勝とする。 

※混合レースは、小学と中学高校一般の区別は行う。 

※決勝出場にあたり第８位の記録が同タイムの場合、本部にて抽選により決勝出場者を決定する。 

※決勝進出に関しては、日水連競技規則に準じている者に限る 

※一般３０才以上については、予選は行わずタイムレース決勝（Ｔ決）とする。 

(ハ)学種・所属別とする。尚、Ｆグループの場合は平成２９年４月１日現在での年齢で行う。（男女とも同グ

ループ） 

Ａグループ 小学１・２年生  Ｄグループ 中学生 

        Ｂグループ 小学３・４年生  Ｅグループ 高校生・一般 

     Ｃグループ 小学５・６年生  Ｆグループ 一般（３０才以上） 

(ニ)スタートは１回とする。 

【リレー種目】 

(イ)競技は原則として、グループ別、男女別にて行う。 

(ロ)各種目とも予選混合タイムレースを行い、上位８チームで決勝レースを行う。 

※混合レースは、小学と中学高校一般の区別は行う。 

※決勝出場にあたり第８位の記録が同タイムの場合、本部にて抽選により決勝出場チームを決定する。 

※決勝進出に関しては日水連競技規則に準じている者に限る 

 (ハ) 学種・所属別で行う。（男女とも同グループ） 

         Ｃグループ 小学生（学年は不問） 

     Ｄグループ 中学生 

     Ｅグループ 高校生・一般（３０才以上も可） 

(二)スタートは１回とする。 

(ホ)本大会はグループ別に行うためリレーに出場する場合は必ず同一グループの最強メンバーで編成するこ

と。異なるグループで編成した場合は出場できなくなるため注意すること。 

 例 ＤとＥのグループでチーム編成 → 出場不可 

(ヘ)リレー種目に出場する場合は申込時に必ず該当のグループコードを付加すること。グループコードは以下

の表を参考にすること。 

(ト)本大会は男女とも同じグループコードとする。 

☆リレー用グループコード一覧表☆ グループコード ７ ４ ５ 

学種 小学生 中学 高校・一般 

グループ名 Ｃ Ｄ Ｅ 
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No. 性別 距離 種目 予決 クラス名称 No. 性別 距離 種目 予決 クラス名称
1 女子  200m メドレーリレー 予選 小学生 93 女子  200m フリーリレー 予選 小学生              
2 男子  200m メドレーリレー 予選 小学生 94 男子  200m フリーリレー 予選 小学生              
3 女子  400m メドレーリレー 予選 中学・高校・一般 95 女子  400m フリーリレー 予選 中学・高校・一般
4 男子  400m メドレーリレー 予選 中学・高校・一般 96 男子  400m フリーリレー 予選 中学・高校・一般
5 女子   50m バタフライ 予選 小学生 97 女子  100m バタフライ 予選 小学3456年生
6 男子   50m バタフライ 予選 小学生 98 男子  100m バタフライ 予選 小学3456年生
7 女子   50m 平泳ぎ 予選 小学生 99 女子  100m バタフライ 予選 中学・高校・一般
8 男子   50m 平泳ぎ 予選 小学生 100 男子  100m バタフライ 予選 中学・高校・一般
9 女子  200m バタフライ 予選 中学・高校・一般 101 女子  100m 平泳ぎ 予選 小学3456年生
10 男子  200m バタフライ 予選 中学・高校・一般 102 男子  100m 平泳ぎ 予選 小学3456年生
11 女子  200m 平泳ぎ 予選 中学・高校・一般 103 女子  100m 平泳ぎ 予選 中学・高校・一般
12 男子  200m 平泳ぎ 予選 中学・高校・一般 104 男子  100m 平泳ぎ 予選 中学・高校・一般
13 女子   50m 背泳ぎ 予選 小学生 105 女子  100m 背泳ぎ 予選 小学3456年生
14 男子   50m 背泳ぎ 予選 小学生 106 男子  100m 背泳ぎ 予選 小学3456年生
15 女子   50m 自由形 予選 小学生 107 女子  100m 背泳ぎ 予選 中学・高校・一般
16 男子   50m 自由形 予選 小学生 108 男子  100m 背泳ぎ 予選 中学・高校・一般
17 女子   50m 自由形 予選 中学・高校・一般 109 女子  100m 自由形 予選 小学3456年生
18 男子   50m 自由形 予選 中学・高校・一般 110 男子  100m 自由形 予選 小学3456年生
19 女子  200m 背泳ぎ 予選 中学・高校・一般 111 女子  100m 自由形 予選 中学・高校・一般
20 男子  200m 背泳ぎ 予選 中学・高校・一般 112 男子  100m 自由形 予選 中学・高校・一般
21 女子  200m 自由形 予選 中学・高校・一般 113 女子  400m 自由形 タイム決勝 中学生              
22 男子  200m 自由形 予選 中学・高校・一般 114 女子  400m 自由形 タイム決勝 高校･一般           
23 女子  200m 個人メドレー 予選 中学・高校・一般 115 男子  400m 自由形 タイム決勝 中学生              
24 男子  200m 個人メドレー 予選 中学・高校・一般 116 男子  400m 自由形 タイム決勝 高校･一般           
25 女子   50m バタフライ 決勝 小学1･2年生 117 女子  100m バタフライ 決勝 小学3･4年生         
26 女子   50m バタフライ 決勝 小学3･4年生 118 女子  100m バタフライ 決勝 小学5･6年生         
27 女子   50m バタフライ 決勝 小学5･6年生 119 男子  100m バタフライ 決勝 小学3･4年生         
28 男子   50m バタフライ 決勝 小学1･2年生 120 男子  100m バタフライ 決勝 小学5･6年生         
29 男子   50m バタフライ 決勝 小学3･4年生 121 女子  100m バタフライ 決勝 中学生              
30 男子   50m バタフライ 決勝 小学5･6年生 122 女子  100m バタフライ 決勝 高校･一般           
31 女子   50m バタフライ タイム決勝 一般30才以上 123 男子  100m バタフライ 決勝 中学生              
32 男子   50m バタフライ タイム決勝 一般30才以上 124 男子  100m バタフライ 決勝 高校･一般           
33 女子   50m 平泳ぎ 決勝 小学1･2年生 125 女子  100m 平泳ぎ 決勝 小学3･4年生         
34 女子   50m 平泳ぎ 決勝 小学3･4年生 126 女子  100m 平泳ぎ 決勝 小学5･6年生         
35 女子   50m 平泳ぎ 決勝 小学5･6年生 127 男子  100m 平泳ぎ 決勝 小学3･4年生         
36 男子   50m 平泳ぎ 決勝 小学1･2年生 128 男子  100m 平泳ぎ 決勝 小学5･6年生         
37 男子   50m 平泳ぎ 決勝 小学3･4年生 129 女子  100m 平泳ぎ 決勝 中学生              
38 男子   50m 平泳ぎ 決勝 小学5･6年生 130 女子  100m 平泳ぎ 決勝 高校･一般           
39 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 一般30才以上 131 男子  100m 平泳ぎ 決勝 中学生              
40 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 一般30才以上 132 男子  100m 平泳ぎ 決勝 高校･一般           
41 女子  200m バタフライ 決勝 中学生 133 女子  100m 背泳ぎ 決勝 小学3･4年生         
42 女子  200m バタフライ 決勝 高校･一般 134 女子  100m 背泳ぎ 決勝 小学5･6年生         
43 男子  200m バタフライ 決勝 中学生 135 男子  100m 背泳ぎ 決勝 小学3･4年生         
44 男子  200m バタフライ 決勝 高校･一般 136 男子  100m 背泳ぎ 決勝 小学5･6年生         
45 女子  200m 平泳ぎ 決勝 中学生 137 女子  100m 背泳ぎ 決勝 中学生              
46 女子  200m 平泳ぎ 決勝 高校･一般 138 女子  100m 背泳ぎ 決勝 高校･一般           
47 男子  200m 平泳ぎ 決勝 中学生 139 男子  100m 背泳ぎ 決勝 中学生              
48 男子  200m 平泳ぎ 決勝 高校･一般 140 男子  100m 背泳ぎ 決勝 高校･一般           
49 女子   50m 背泳ぎ 決勝 小学1･2年生 141 女子  100m 自由形 決勝 小学3･4年生         
50 女子   50m 背泳ぎ 決勝 小学3･4年生 142 女子  100m 自由形 決勝 小学5･6年生         
51 女子   50m 背泳ぎ 決勝 小学5･6年生 143 男子  100m 自由形 決勝 小学3･4年生         
52 男子   50m 背泳ぎ 決勝 小学1･2年生 144 男子  100m 自由形 決勝 小学5･6年生         
53 男子   50m 背泳ぎ 決勝 小学3･4年生 145 女子  100m 自由形 決勝 中学生              
54 男子   50m 背泳ぎ 決勝 小学5･6年生 146 女子  100m 自由形 決勝 高校･一般           
55 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 一般30才以上 147 男子  100m 自由形 決勝 中学生              
56 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 一般30才以上 148 男子  100m 自由形 決勝 高校･一般           
57 女子   50m 自由形 決勝 小学1･2年生 149 女子  200m フリーリレー 決勝 小学生              
58 女子   50m 自由形 決勝 小学3･4年生 150 男子  200m フリーリレー 決勝 小学生              
59 女子   50m 自由形 決勝 小学5･6年生 151 女子  400m フリーリレー 決勝 中学生              
60 男子   50m 自由形 決勝 小学1･2年生 152 女子  400m フリーリレー 決勝 高校･一般           
61 男子   50m 自由形 決勝 小学3･4年生 153 男子  400m フリーリレー 決勝 中学生              
62 男子   50m 自由形 決勝 小学5･6年生 154 男子  400m フリーリレー 決勝 高校･一般           
63 女子   50m 自由形 決勝 中学生
64 女子   50m 自由形 決勝 高校･一般
65 男子   50m 自由形 決勝 中学生
66 男子   50m 自由形 決勝 高校･一般
67 女子   50m 自由形 タイム決勝 一般30才以上
68 男子   50m 自由形 タイム決勝 一般30才以上
69 女子  200m 背泳ぎ 決勝 中学生
70 女子  200m 背泳ぎ 決勝 高校･一般
71 男子  200m 背泳ぎ 決勝 中学生
72 男子  200m 背泳ぎ 決勝 高校･一般
73 女子  200m 自由形 タイム決勝 小学5･6年生
74 男子  200m 自由形 タイム決勝 小学5･6年生
75 女子  200m 自由形 決勝 中学生
76 女子  200m 自由形 決勝 高校･一般
77 男子  200m 自由形 決勝 中学生
78 男子  200m 自由形 決勝 高校･一般
79 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学3･4年生
80 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学5･6年生
81 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学3･4年生
82 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 小学5･6年生
83 女子  200m 個人メドレー 決勝 中学生
84 女子  200m 個人メドレー 決勝 高校･一般
85 男子  200m 個人メドレー 決勝 中学生
86 男子  200m 個人メドレー 決勝 高校･一般
87 女子  200m メドレーリレー 決勝 小学生
88 男子  200m メドレーリレー 決勝 小学生
89 女子  400m メドレーリレー 決勝 中学生
90 女子  400m メドレーリレー 決勝 高校･一般
91 男子  400m メドレーリレー 決勝 中学生
92 男子  400m メドレーリレー 決勝 高校･一般

競技順序
第一日目 第二日目

６．競技順序 
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７．競 技 種 目

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ・Ｅ Ｆ 

 自 由 形

  背 泳 ぎ

  平 泳 ぎ

  バタフライ

  個人メドレー 

フリーリレー

  メドレーリレー

５０ 

５０  

５０  

５０  

５０ １００  

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

２００

５０ １００ ２００ 

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

              ２００

５０ １００ ２００  ４００

  １００  ２００ 

  １００  ２００ 

  １００  ２００ 

              ２００ 

５０ 

５０  

５０  

５０ 

２００ 

２００

                      ４００

                      ４００

８．申 込 規 定

(イ)資  格  ・日本水泳連盟に団体登録した姫路市内のチームに所属し、競技者登録した者 

  ・姫路市在学の学童 

・姫路市在住者であって、学校、職場(勤務)住所が姫路市外の者は、所属長が大会参加を認

め（公印を押印、私印でないこと）日水連登録を完了することでエントリー参加、出場がで

きる。(未成年選手は、保護者の印でも可能の場合もある。) 

 ただし、本大会は、姫路市内の学校・職域(会社)対抗の為、得点にかかわる（予選 8 位以

内であっても）決勝進出は出来ない。予選がない場合の参加は、OPEN 参加とし、順位は無く、

記録の公認(記録省の発行は申請があればできます。)のみとする。 

※学童・生徒については、保護者が大会参加の承諾をした者(承諾書等については学校で保

管すること) 

※日常健康で、申し込み種目に耐えうる者   

※学校、職域対抗とするため、所属団体を１チームとする。 

※学校…学校教育法、私立学校法に基づいて設置されている。 

※職場、会社…法人資格を得ていること。 

※法律的人格を認められ、社会的活動の単位となっている組織体で権利、義務の主体とな

るもの。 

(ロ)制  限  １人２種目以内（フリーリレー、メドレーリレーは除く） 

  １チーム１種目３名以内 

※年齢、学年(複数学年)別の種目の場合は、別々に取り扱う 

※帯同審判制をとるため、１チーム 1名以上の協力競技役員をつけること。 

(ハ)申込方法 小学生を除き、ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。また、同一チームで一括し

て申し込むこと。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原

則、返金対応は行いません。） 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。 

※ 小学生は、「便利くん（小学校水泳大会と同じもの）」を使用し、学校を１チームとし

て一括で申し込むこと。 

(二)申込書類 以下の①～④までを期日までに提出のこと。（チームで一括して申し込むこと） 

① 申込一覧表(リレー種目にのみ参加の選手も記載されていること) 

② (ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③ (ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④ (ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧・・・リレーに出場する場合のみ提出 

※小学生は、「便利くん」で作成する「エントリー確認シート(提出用)」「申込一覧表（提出用）」及
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び必要な場合は「撮影許可申請書（提出用）」を紙で下記申込先へ提出し、併せて「申込データフ

ァイル（提出用）」を電子データで姫路市立四郷中学校木下宛へメールで送付すること。（ひめね

っとメールの四郷中木下まで（kinoshita.noriomi@himeji-hyg.ed.jp）） 

なお、「撮影許可申請書」については、大会前々日までＦＡＸでの提出を認める。 

(ホ)参 加 費        不要、プログラム代金（予約１部７００円、当日販売１，０００円） 

        速報１，０００円 

※プログラムは各チーム２部責任購入すること。ただし、参加者が一名の場合は１部責任購

入でよい。 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞  〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９－２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレスは以下参照 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 

(チ)申込締切   平成２９年７月２１日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

９．競技規定 

(イ)優勝決定法は各種目に１位８点、２位７点・・・・８位１点（リレーは倍得点）とし、合計得点の多いチ
ームを優勝とする。総合得点が同じ場合、次の順に従い順位を決定する。 

   １．リレーによる得点の多いチーム 
    ２．入賞者の多いチーム（リレーは４として計算する。） 
    ３．１位の数 
    ４．２位の数（以下６位までこれにならう。） 

(ロ)その他の規則については（財）日本水泳連盟競技規則による。 
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１０．表彰（対象：姫路市内所属出場選手） 

(イ)各種目第３位まで表彰する。 

(ロ)団体表彰は男女総合、男子、女子各第３位まで表彰する。 

１１．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切

の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 

(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)両日とも、開場から最初の競技開始までに、当日の出場種目についてチームで一括して責任者が受付を
行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、また
は本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)本大会では、自分が出場しているチーム(学校)以外の名称やマークの付いた水着やキャップ、シャツ、
トレーニングウェア、バッグなどは、「アリーナ」内でその使用を禁止する。※プログラム表紙裏参照 

(ト)市民プール前駐車場は利用できませんので周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、施設周辺の路上

駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故等にもつながりま

すので、絶対にしないで下さい。 

(チ)大会出場選手・生徒・学生は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、日水

連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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平成２９年度 姫路市中学校総合体育大会水泳競技の部 

兼 第４９回姫路市中学校水泳競技大会      大会番号２８１７２０７

１．主    催   姫路市中学校体育連盟・姫路市教育委員会

２．期    日   平成２９年８月２２日（火） ８時００分 開場 

                          ９時００分 開会式 

９時３０分 競技開始（予定） 

３．場    所   姫路市民プール（公認５０ｍ、８コース） 

４．参 加 規 定 ①姫路市中学校体育連盟に加盟する学校に在籍する生徒であること。 

②学校長が参加を認めた生徒であること。 

５．競 技 方 法 ・競技はすべて決勝タイムレースとする。 

・各種目の競技は原則として学年別、男女別で行う。 

・男子８００ｍリレー・女子２００ｍリレーは１・２年で編成する。

・自由形以外の５０ｍ種目はオープン競技とする。（総合得点には含まない）

６．競 技 種 目 

種 目 男 子 女 子 

 自由形 

50 

100 

400 

1500 

50 

100 

400 

800 

 平泳ぎ 50open 

100 

50open 

100 

 バタフライ 50open 

100 

50open 

100 

 背泳ぎ 50open 

100 

50open 

100 

 個人メドレー 200 200 

 フリーＲ 
400 

800 

400 

200 

 メドレーＲ 400 400 

７．競 技 順 序 

開会式 

1.  女 ４００ｍ Ｍ・Ｒ       決勝タイムレース 

2.  男 ４００ｍ Ｍ・Ｒ       決勝タイムレース 

3.  女    ５０ｍ  平泳ぎ        決勝タイムレース(オープン) 

4. 男    ５０ｍ  平泳ぎ        決勝タイムレース(オープン) 

5.  女    ５０ｍ  背泳ぎ        決勝タイムレース(オープン) 

6.  男    ５０ｍ  背泳ぎ        決勝タイムレース(オープン) 

7. 女    ５０ｍ  バタフライ     決勝タイムレース(オープン) 

8.  男    ５０ｍ  バタフライ    決勝タイムレース(オープン) 

9.   女    ５０ｍ  自由形       決勝タイムレース 

10.  男    ５０ｍ  自由形       決勝タイムレース 
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11. 女 ４００ｍ 自由形      決勝タイムレース 

12. 男 ４００ｍ 自由形      決勝タイムレース 

13. 女 ２００ｍ 個人メドレー 決勝タイムレース 

14. 男 ２００ｍ 個人メドレー 決勝タイムレース 

15. 女 １００ｍ バタフライ   決勝タイムレース 

16. 男 １００ｍ バタフライ   決勝タイムレース 

17. 女 １００ｍ 平泳ぎ      決勝タイムレース 

18. 男 １００ｍ 平泳ぎ      決勝タイムレース 

19. 女 ２００ｍ Ｆ．Ｒ(1.2年) 決勝タイムレース 

20. 男  ８００ｍ  Ｆ．Ｒ(1.2年) 決勝タイムレース 

21.  女  １００ｍ  自由形       決勝タイムレース 

22. 男  １００ｍ  自由形       決勝タイムレース 

23. 女 １００ｍ 背泳ぎ      決勝タイムレース 

24. 男 １００ｍ 背泳ぎ      決勝タイムレース 

25.  女  ８００ｍ  自由形       決勝タイムレース 

26. 男 １５００ｍ  自由形       決勝タイムレース 

27. 女  ４００ｍ Ｆ．Ｒ      決勝タイムレース 

28. 男 ４００ｍ Ｆ．Ｒ      決勝タイムレース 

※但し、学年別（１年、２年、３年の順）に競技を行う。 

閉会式 

８．申 込 規 定 

（１）参加資格 

          ａ 姫路市中学校体育連盟に加盟している中学校で学校長が出場の資格を認めたものに限る。

          ｂ 引率教員のない学校の出場は認めない。 

     ｃ 学校以外の所属団体を表したユニホーム及び水着の着用は禁止。 

（２）申し込み制限 

・全ての種目は１校１種目各学年から２名以内。(オープン種目は、人数の制限はしない） 

・申込みは、１人１種目（リレー種目は除く）とする。 

・リレー、メドレーリレーは１校１チーム６名まで申し込める。 

・男子８００ｍリレー・女子２００ｍリレーは、１．２年生で構成し、１校１チーム６名まで

申し込める。 

・1500m(男子)及び、800m(女子)は、１校各学年から１名以内。なお、それぞれ２３分、１３分

以上かかった選手は失格とし、得点を与えないこととする。また、途中経過が規定のタイム

をオーバーした場合も、競技進行上、競技を途中で中止させる。 

(男子：100mにつき1分32秒、女子：100mにつき1分37秒5を超えると退水させる。) 

（３）申し込み方法（申込書類） 

・申込方法  Web-SWMSYSによるWeb申し込み･･･① 

・申込書類  別紙「大会申込一覧表・協力競技役員申請書」と①で作成した一覧表の２部。 

       申込書に学校長印のないものは採用しない。（FAXは不可） 

・送付申込先 姫路市立高丘中学校  森下 博光 

【ﾒーﾙｱﾄﾞﾚｽ】 (morishita_hiromitsu@himeji-hyg.ed.jp) 

・申込〆切      平成２９年８月２日（水）午後６時厳守 

・プロ編成      平成２９年○月○○日（○）午前○○時より（予定） 

                         場所  姫路市立飾磨東中学校 パソコン教室 

                           （部長・副部長・庶務・委員の先生は必ず出席すること。） 
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９．競 技 規 定 

    （１）スタートは１回とする。 

（２）競技はすべて２０１７年度（財）日本水泳連盟競泳競技規則による。 

１０．優勝決定法 

（１）種目ごとに１位８点、２位７点・・８位１点とし、得点の多い学校を優勝とする。（リレー種目も同様であ

る。） 

（２）オープン種目は得点に含まない。 

（３）得点が同じ場合は以下の順にしたがって順位を決定する。 

①第３学年の得点の多い学校（リレー種目は含まない） 

②全学年を通して１位の数が多い学校（リレーは４として計算） 

③以下、全学年を通して２位の数の多い学校・・・８位まで、これにならう。 

１２．そ の 他 

（１）選手申し込み以後の変更は一切認めない。 

（２）各中学校教員が必ず引率し、学校受付をすること。 

（３）参加生徒の引率・監督は出場校の校長、教員とする。コーチまたはマネージャーは学校長が

認めた大会本部の許可を得た外部コーチであること。外部コーチは「ＩＤカード」を左胸に

つけること。 

（４）競技中の傷害については、会場で応急処置を行うが、以降は学校で対処して下さい。 

（５）参加選手は参加前に校医の診断を受け、健康に異常のないことを確かめて参加すること。 

（６）競技者としてルール、マナーを守ること。中学生らしからぬ言動をとった場合は出場を停止

させる場合がある。 

注意 

  １．大会当日午前８時００分に姫路市民プールを開門する予定です。生徒はあまり早く会場ヘ

来ないこと。また、係の先生が開門するまで整列して待機しておくこと。開門するまでは

絶対に会場ヘ入ってはならない。 

  ２．会場内では着替えのための更衣室使用は認めるが、それ以外はスタンドで観戦すること。

各自の持ち物はすべてスタンドヘ持って上がり、更衣室等の場所を控え所にしてはならな

い。 

  ３．各校のスタンド観戦場所は大会本部が事前に指定するので、各校の生徒は指定された場所

で観戦すること。 

  ４．本大会は、学校教育活動の一環であるので、ジュース・菓子類等の飲食及びスマートホン・

音楽プレイヤー等の電子機械類の使用は禁止する。 

  ５．本大会の結果は、兵庫県水泳連盟のＷｅｂページに掲載される。これに同意できない場合

は、エントリー時に申し出ること。 

 ６．個人情報の取り扱い 

   姫路市中体連は、個人情報保護方針に基づき、個人情報保護に関する法令を遵守し、取得

する個人情報については適正に取り扱う。取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競

技大会運営上必要なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ編成及び作成、大会結果掲載（ホームページ・大会記録集・報

道機関ヘの提供等）、その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。 

◎事務連絡先  姫路市中体連水泳競技部 姫路市 立飾磨 東中学 校  高 田幸 典  

  ℡ 079－235－5875
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平成２９年度 秋季姫路市競技力向上記録会要項   大会番号２８１７６１６ 

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．後    援  姫路市、姫路市体育協会 

３．期    日  平成２９年 １０月１日（日） ９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競技方法   年令区分は平成２９年４月１日を基準とする。

【個人種目】 

(イ)男女別で行う。 

(ロ)参加は小学生以上とする 

(ハ)各種目とも年令を問わず記録の高いものから班組みし、競技を行う。 

(ニ)各種目ともタイムレースとする。 

(ホ)スタートは１回とする。 

【リレー種目】 

(イ)男女別で行う。 

(ロ)各種目ともタイムレースで行う。 

(ハ)リレーに出場する場合は必ず同一グループのメンバーで編成すること。 

Ａグループ 小学生 

        Ｂグループ 中学生 

     Ｃグループ 高校生・一般 

(二)スタートは１回とする。 

(ホ)本大会はリレー種目においてグループ分けが存在するが、競技結果等においては区別されないため申込時

にリレー用のグループコード（クラスコード）を付加する必要はない。

(ヘ)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に A.B.C を付加すること。 

例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 

６．記録会種目

       自  由  形 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ(小学除く )
        背  泳  ぎ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        平  泳  ぎ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        バ タ フ ラ イ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        個人メドレー ２００ｍ ４００ｍ(小学除く )
    リ レ ー ２００ｍ(小学のみ) ４００ｍ(小学除く )
        メドレーリレー     ２００ｍ(小学のみ) ４００ｍ(小学除く )

※出場制限： 小学生については４００ｍ種目は出場できない。 
  団体種目において２００ｍ競技は小学生のみとし、４００ｍ競技は小学生を除く。
※制限タイム： 以下の距離の全種目については大会運営上、出場制限を設けます。申込時によく確認の上申

し込んでください。 
２００ｍ  → ４：００．００ 
４００ｍ  → ７：３０．００ 
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７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子(小学のみ)

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子(小学のみ)

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子(小学除く )

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子(小学除く )

5. タイム決勝 個人メドレー 400m   女子 

6. タイム決勝 個人メドレー 400m   男子 

7. タイム決勝 自由形  50m   女子 

8. タイム決勝 自由形  50m   男子 

9. タイム決勝 平泳ぎ  200m   女子 

10. タイム決勝 平泳ぎ  200m   男子 

11. タイム決勝 背泳ぎ  200m   女子 

12. タイム決勝 背泳ぎ  200m   男子 

13. タイム決勝 バタフライ 200m   女子 

14. タイム決勝 バタフライ 200m   男子 

15. タイム決勝 自由形  400m   女子 

16. タイム決勝 自由形  400m   男子 

17. タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 

18. タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 

19. タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 

20. タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 

21. タイム決勝 バタフライ 50m   女子 

22. タイム決勝 バタフライ 50m   男子 

23. タイム決勝 自由形  200m  女子 

24. タイム決勝 自由形  200m  男子 

25. タイム決勝 リレー  200m   女子(小学のみ)

26. タイム決勝 リレー  200m   男子(小学のみ)

27. タイム決勝 平泳ぎ  100m  女子 

28. タイム決勝 平泳ぎ  100m  男子 

29. タイム決勝 背泳ぎ  100m  女子 

30. タイム決勝 背泳ぎ  100m  男子 

31. タイム決勝 バタフライ 100m  女子 

32. タイム決勝 バタフライ 100m  男子 

33. タイム決勝 自由形  100m  女子 

34. タイム決勝 自由形  100m   男子 

35. タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 

36. タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 

37. タイム決勝 リレー  400m   女子(小学除く )

38. タイム決勝 リレー  400m   男子(小学除く )

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟に団体登録した兵庫県内のチームに所属し、競技者登録した者 

(ロ)制  限 学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

１人２種目以内（リレー、メドレーリレーは除く） 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原
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則、返金対応は行いません。） 

※ 団体種目のみの参加選手については、申込金（個人種目エントリー代）は不要です。た

だし、その選手ヘの記念品等の配付はありません。 

(二)申込書類 ①申込一覧表 

※協力競技役員については一団体 20 名以上の参加の場合は、2名お願いします。

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 

(ホ)参 加 費     申込金（１名１，０００円・・・含プログラム代） 

                速報１，０００円、リレー・メドレーリレー（１チーム１，０００円） 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９―２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 
 (チ)申込締切   平成２９年９月１５日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

９．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切

の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 
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(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人種目エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本部

の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用とすることがあります。 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、日

水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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第１１回 秋季姫路市室内選手権水泳競技大会要項 大会コード２８１７７１２

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．後    援  姫路市、姫路市体育協会 

３．期    日  平成２９年１１月１２日（日） ９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競 技 方 法 年令区分は平成２９年４月１日を基準とする。 

【個人種目】 

(イ)競技はクラス混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが競技結果においてはクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ)年令別で行う。（男女とも同グループ） 

     Ａグループ 小学１・２年生 

        Ｂグループ 小学３・４年生 

     Ｃグループ 小学５・６年生 

     Ｄグループ 中学生 

     Ｅグループ 高校生・一般 

(ニ)スタートは１回とする。 

(ホ)所属団体の所在地が県内市外となる場合は、所属する全参加選手を記録の公認のみ（ＯＰＥＮ）とする。 

【リレー種目】 

(イ)競技はクラス混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが、競技結果はクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ) 年令別で行う。（男女とも同グループ） 

     Ｃグループ 小学生 

     Ｄグループ 中学生 

     Ｅグループ 高校生・一般 

(二)スタートは１回とする。 

(ホ)本大会はクラス別にて行うためリレーに出場する場合は必ず同一グループのメンバーで編成すること。 

 例１ 所在地が姫路市外のチーム → オープン参加（村○工高 OP 等） 

(ヘ)リレー種目に出場する場合（オープン参加も含む）は申込時に必ず該当のグループコードを付加すること。

協会側では当日まで出場選手が不明のため予選班組みができず出場不可とせざるを得ないので、申込時に

忘れずに付加すること。グループコードはリレー用グループコード一覧表を参考にすること。 

(ト)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に半角英数で A.B.C を付加すること。 

  例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 
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☆リレー用グループコード一覧表☆ 

学種 小１・２年 小３・４年 小５・６年 中学 高校・一般 

グループ名 Ｃ Ｄ Ｅ 

男子・女子共通

入力コード 
３ ４ ５ 

 ※複数クラスにまたがるオープン参加は出場できません。 

６．競 技 種 目

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ・Ｅ 

 自 由 形

  背 泳 ぎ

  平 泳 ぎ

  バタフライ

  個人メドレー 

  リ レ ー

  メドレーリレー

５０ 

５０  

５０  

５０  

５０ １００  

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

２００

５０ １００ ２００ 

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

              ２００

５０ １００ ２００  ４００

５０  １００  ２００ 

５０  １００  ２００ 

５０  １００  ２００ 

              ２００ ４００

２００ 

２００

                      ４００

                      ４００

７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子 小学生 

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子 小学生 

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子 中学生・高校・一般 

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子 中学生・高校・一般 

5. タイム決勝 個人メドレー 400m  女子 中学生・高校・一般 

6. タイム決勝 個人メドレー 400m   男子 中学生・高校・一般 

7. タイム決勝 自由形  200m   女子 小学5･6年生 

8. タイム決勝 自由形  200m   女子 中学生・高校・一般 

9. タイム決勝 自由形  200m   男子 小学5･6年生 

10. タイム決勝 自由形  200m   男子 中学生・高校・一般 

11. タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

12. タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 中学生・高校・一般 

13. タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

14. タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 中学生・高校・一般 

15. タイム決勝 背泳ぎ  200m   女子 中学生・高校・一般 

16. タイム決勝 背泳ぎ  200m   男子 中学生・高校・一般 

17. タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

18. タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 中学生・高校・一般 

19. タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

20. タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 中学生・高校・一般 

21. タイム決勝 平泳ぎ  200m   女子 中学生・高校・一般 

22. タイム決勝 平泳ぎ  200m   男子 中学生・高校・一般 

23. タイム決勝 バタフライ 50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

24. タイム決勝 バタフライ 50m   女子 中学生・高校・一般 

25. タイム決勝 バタフライ 50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

26. タイム決勝 バタフライ 50m   男子 中学生・高校・一般 

27. タイム決勝 バタフライ 200m   女子 中学生・高校・一般 

28. タイム決勝 バタフライ 200m   男子 中学生・高校・一般 

29. タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 小学3･4･5･6年生 

30. タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 中学生・高校・一般 

31. タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 小学3･4･5･6年生 
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32. タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 中学生・高校・一般 

33. タイム決勝 自由形  50m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

34. タイム決勝 自由形  50m   女子 中学生・高校・一般 

35. タイム決勝 自由形  50m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

36. タイム決勝 自由形  50m   男子 中学生・高校・一般 

37. タイム決勝 リレー  200m   女子 小学生 

38. タイム決勝 リレー  200m   男子 小学生 

39. タイム決勝 背泳ぎ  100m   女子 小学3･4･5･6年生 

40. タイム決勝 背泳ぎ  100m   女子 中学生・高校・一般 

41. タイム決勝 背泳ぎ  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

42. タイム決勝 背泳ぎ  100m   男子 中学生・高校・一般 

43. タイム決勝 平泳ぎ  100m   女子 小学3･4･5･6年生 

44. タイム決勝 平泳ぎ  100m   女子 中学生・高校・一般 

45. タイム決勝 平泳ぎ  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

46. タイム決勝 平泳ぎ  100m   男子 中学生・高校・一般 

47. タイム決勝 バタフライ 100m   女子 小学3･4･5･6年生 

48. タイム決勝 バタフライ 100m   女子 中学生・高校・一般 

49. タイム決勝 バタフライ 100m   男子 小学3･4･5･6年生 

50. タイム決勝 バタフライ 100m   男子 中学生・高校・一般 

51. タイム決勝 自由形  100m  女子 小学3･4･5･6年生 

52. タイム決勝 自由形  100m  女子 中学生・高校・一般 

53. タイム決勝 自由形  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

54. タイム決勝 自由形  100m   男子 中学生・高校・一般 

55. タイム決勝 自由形  400m   女子 中学生・高校・一般 

56. タイム決勝 自由形  400m   男子 中学生・高校・一般 

57. タイム決勝 リレー  400m   女子 中学生・高校・一般 

58. タイム決勝 リレー  400m   男子 中学生・高校・一般 

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟に団体登録した姫路市内のチームに所属し、競技者登録した者 

※所在地が県内市外の選手は記録の公認のみとする。 

  ※県外選手は申込み不可とする。 

(ロ)制  限 学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

１人２種目以内（リレー、メドレーリレーは除く） 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原

則、返金対応は行いません。） 

※ 団体種目のみの参加選手については、申込金（個人種目エントリー代）は不要です。た

だし、その選手ヘの記念品等の配付はありません。 

 (二)申込書類  ①申込一覧表   

※協力競技役員については一団体 20 名以上の参加の場合は、2名お願いします。

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 
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(ホ)参 加 費        申込金（１種目５００円）、プログラム代金（１部５００円） 

                速報１、０００円、リレー・メドレーリレー（１チーム１，０００円） 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９－２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 

(チ)申込締切   平成２９年１０月２７日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

９．表    彰 （対象：姫路市内所属出場選手）  

(イ)各種目とも３位までを表彰する。 

(ロ)男女各１名（小学１・２年生、小学３・４年生、小学５・６年生、中学、高校・一般の５グループ）を優

秀選手として表彰する。 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

１０．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切

の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 

(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
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たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人、団体エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本

部の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用やリレー種目を市内チーム限定で実施したりま

た、リレー種目の中止とすることがあります。（その場合には、申込金の返金対応有り） 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生等は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、

日水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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第３３回 後期姫路ジュニア水泳競技大会要項    大会番号２８１７６２０

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．後    援  姫路市、姫路市体育協会 

３．期  日 平成２９年１２月１０日（日）  午前９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競技方法    年令区分は大会当日を基準とする。 

＜Ｈ２６年度よりＡ～Ｄグループ（14歳以下）のチャンピオンシップエントリー廃止について＞ 

Ｈ２５年度まではＡ～Ｄグループの選手が、チャンピオンシップで参加を認めておりましたが、Ｈ２６年度

よりＣＳグループを廃止し、年齢区分のみでの運営としますのでエントリーの際、注意すること。 

【個人種目】 

(イ)競技は、男女別、クラス混合（Ａ・Ｂ・ＣとＤ・Ｅは区別する）で行うが、競技結果ついてはすべてクラ

ス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ)年令別で、下記のグループで行う。 

                  男 子                女 子 

Ａ  グループ     ６才～８才       ６才～８才 

Ｂ  グループ     ９才～１０才      ９才～１０才 

Ｃ  グループ     １１才～１２才      １１才～１２才 

Ｄ  グループ  １３才～１４才  １３才～１４才 

Ｅ  グループ     １５才～１８才     １５才～１８才 

(ニ)６才は小学生に限る。満１８才は高校生に限る。 

(ホ)スタートは１回とする。 

(ヘ)クラスを超えてのエントリーは認めない。 

【リレー種目】 

(イ)競技はクラス混合、男女別で行い、競技結果はクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ)年令別で、下記のグループで行う。 

                  男 子                女 子 

Ａ  グループ     ６才～８才       ６才～８才 

Ｂ  グループ     ９才～１０才      ９才～１０才 

Ｃ  グループ     １１才～１２才          １１才～１２才 

Ｄ  グループ  １３才～１４才  １３才～１４才 

Ｅ  グループ     １５才～１８才     １５才～１８才 

(二)６才は小学生に限る。満１８才は高校生に限る。 

(ホ)スタートは１回とする。 

(ト)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に半角英数で A.B.C を付加すること。 

例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 
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☆リレー用グループコード一覧表☆ 

満年令 ６～８才 ９・１０才 １１・１２才 １３・１４才 １５～１８才 

グループ名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

クラスコード ０１ ０２ ０３ ０４ ０５ 

６．競技種目および出場制限タイム

泳 法 自由形 背泳ぎ 平泳ぎ

距 離 50 100 200 400 50 100 200 50 100 200 

男
子

Ａ 50-0    53-0   55-5   
Ｂ 47-0 49-0 51-5 

Ｃ 43-0 1-24-5 3-05-0  44-0 1-33-5  47-5 1-40-0  
Ｄ 40-0 1-12-0 2-37-0 5-45-0 40-0 1-21-5 2-59-5 40-0 1-29-5 3-15-5 
Ｅ 33-5 1-05-5 2-25-0 5-12-5 35-0 1-17-0 2-49-5 37-6 1-23-0 3-02-0 

女
子

Ａ 50-0    53-0   57-0   

Ｂ 47-0 49-0 53-0 
Ｃ 43-0 1-27-5 3-10-0  46-5 1-36-5  50-0 1-42-5  
Ｄ 41-0 1-18-0 2-52-0 6-08-5 42-0 1-29-5 3-10-0 43-8 1-38-0 3-27-0 
Ｅ 36-5 1-13-5 2-43-0 5-48-0 40-0 1-26-5 3-02-5 41-0 1-33-0 3-19-0 

泳 法 バタフライ 個人メドレー リレー メドレーリレー

距 離 50 100 200 200 400 200 400 200 400 

男
子

Ａ 49-5   4-00-0  3-20-0  3-27-0   
Ｂ 45-5 3-40-5 3-08-0 3-12-0 
Ｃ 42-0 1-35-0  3-20-0  2-52-0  2-56-0   
Ｄ 37-8 1-18-0 2-55-0 2-59-5 6-23-0 5-00-0 5-27-0 
Ｅ 34-1 1-13-0 2-43-0 2-50-0 6-10-5  4-24-0  5-00-0  

女
子

Ａ 50-0   4-00-0  3-20-0  3-30-0   
Ｂ 46-0 3-49-5 3-08-0 3-15-0 
Ｃ 44-0 1-39-5  3-26-5  2-52-0  3-03-0   
Ｄ 39-5 1-25-5 3-08-0 3-10-5 6-47-5 5-25-0 5-55-0 
Ｅ 37-5 1-22-5 3-03-0 3-04-0 6-39-5  4-56-0  5-35-0  

※Ｈ２６年度よりＣＳを廃止し、年齢区分のみのＥグループとしました。 

７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m  女子 クラス混合ＡＢＣ 

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m  女子 クラス混合ＤＥ 

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m 男子 クラス混合ＤＥ 

5. タイム決勝 自由形  50m 女子 クラス混合ＡＢＣ 

6. タイム決勝 自由形  50m  女子 クラス混合ＤＥ 

7. タイム決勝 自由形  50m 男子 クラス混合ＡＢＣ  

8. タイム決勝 自由形  50m  男子 クラス混合ＤＥ 

9. タイム決勝 自由形  400m 女子 クラス混合 

10. タイム決勝 自由形  400m  男子 クラス混合 

11. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 クラス混合ＡＢＣ  
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12. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 クラス混合ＤＥ 

13. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

14. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＤＥ  

15. タイム決勝 平泳ぎ  200m  女子 クラス混合 

16. タイム決勝 平泳ぎ  200m  男子 クラス混合 

17. タイム決勝 背泳ぎ  50m  女子 クラス混合ＡＢＣ  

18. タイム決勝 背泳ぎ  50m 女子 クラス混合ＤＥ 

19. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

20. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 クラス混合ＤＥ 

21. タイム決勝 背泳ぎ  200m 女子 クラス混合 

22. タイム決勝 背泳ぎ  200m  男子 クラス混合 

23. タイム決勝 バタフライ 50m 女子 クラス混合ＡＢＣ 

24. タイム決勝 バタフライ 50m  女子 クラス混合ＤＥ 

25. タイム決勝 バタフライ 50m  男子 クラス混合ＡＢＣ 

26. タイム決勝 バタフライ 50m 男子 クラス混合ＤＥ 

27. タイム決勝 バタフライ 200m  女子 クラス混合 

28. タイム決勝 バタフライ 200m 男子 クラス混合 

29. タイム決勝 個人メドレー 400m 女子 クラス混合 

30. タイム決勝 個人メドレー 400m 男子 クラス混合 

31. タイム決勝 リレー  200m 女子 クラス混合ＡＢＣ 

32. タイム決勝 リレー  200m 男子 クラス混合ＡＢＣ 

33. タイム決勝 自由形  100m  女子 Ｃ女子 

34. タイム決勝 自由形  100m  女子 クラス混合ＤＥ 

35. タイム決勝 自由形  100m  男子 Ｃ男子 

36. タイム決勝 自由形  100m 男子 クラス混合ＤＥ 

37. タイム決勝 平泳ぎ  100m 女子 Ｃ女子 

38. タイム決勝 平泳ぎ  100m  女子 クラス混合ＤＥ 

39. タイム決勝 平泳ぎ  100m 男子 Ｃ男子 

40. タイム決勝 平泳ぎ  100m 男子 クラス混合ＤＥ 

41. タイム決勝 背泳ぎ  100m  女子 Ｃ女子 

42. タイム決勝 背泳ぎ  100m 女子 クラス混合ＤＥ 

43. タイム決勝 背泳ぎ  100m 男子 Ｃ男子 

44. タイム決勝 背泳ぎ  100m 男子 クラス混合ＤＥ 

45. タイム決勝 バタフライ 100m 女子 Ｃ女子 

46. タイム決勝 バタフライ 100m 女子 クラス混合ＤＥ 

47. タイム決勝 バタフライ 100m 男子 Ｃ男子 

48. タイム決勝 バタフライ 100m 男子 クラス混合ＤＥ 

49. タイム決勝 個人メドレー 200m 女子 クラス混合 

50. タイム決勝 個人メドレー 200m 男子 クラス混合 

51. タイム決勝 自由形  200m 女子 クラス混合 

52. タイム決勝 自由形  200m 男子 クラス混合 

53. タイム決勝 リレー  400m 女子 クラス混合ＤＥ 

54. タイム決勝 リレー  400m 男子 クラス混合ＤＥ 

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟競技者登録申請中および完了者に限る。 

(ロ)制  限  兵庫県内の選手であること。 

１人２種目以内（リレー種目は除く） 

              各グループの標準タイムの泳力を有する者。 

学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー操作方法を参照すること。 

※ 代行入力は行わない。 
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※ フロッピディスク等での申し込みは２００９年度より廃止する。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原

則、返金対応は行いません。） 

(二)申込書類 ①申込一覧表 

※協力競技役員については一団体 20 名以上の参加の場合は、2名お願いします。

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 

(ホ)参 加 費        申込金（１種目５００円）、プログラム代金（１部５００円） 

        リレーメドレー（１チーム１，０００円）、速報１，０００円 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９―２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 
 (チ)申込締切   平成２９年１１月２４日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 
９．表   彰（対象：県内所属出場選手） 

(イ)各種目３位まで表彰する。 

(ロ)各グループ男女各１名を優秀選手として表彰する。 

１０．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切
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の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 

(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人、団体エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本

部の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用やリレー種目を市内チーム限定で実施したりま

た、リレー種目の中止とすることがあります。（その場合には、申込金の返金対応有り） 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、日

水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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平成２９年度 冬季姫路市競技力向上記録会要項   大会番号２８１７７１３ 

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．後    援  姫路市、姫路市体育協会 

３．期    日  平成３０年 １月１４日（日） ９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競技方法   年令区分は平成２９年４月１日を基準とする。

【個人種目】 

(イ)男女別で行う。 

(ロ)参加は小学生以上とする 

(ハ)各種目とも年令を問わず記録の高いものから班組みし、競技を行う。 

(ニ)各種目ともタイムレースとする。 

(ホ)スタートは１回とする。 

【リレー種目】 

(イ)男女別で行う。 

(ロ)各種目ともタイムレースで行う。 

(ハ)リレーに出場する場合は必ず同一グループのメンバーで編成すること。異なるグループで編成した場合は

オープン参加（記録は公認）となるため注意すること。尚、オープン参加の場合はチーム名の語尾に半角

英数で「OP」と付加すること。

Ａグループ 小学生 

        Ｂグループ 中学生 

     Ｃグループ 高校生・一般 

(二)スタートは１回とする。 

(ホ)本大会はリレー種目においてグループ分けが存在するが、競技結果等においては区別されないため申込時

にリレー用のグループコード（クラスコード）を付加する必要はない。

(ヘ)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に A.B.C を付加すること。 

例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 

６．記録会種目

       自  由  形 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ(小学除く )
        背  泳  ぎ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        平  泳  ぎ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        バ タ フ ラ イ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
        個人メドレー ２００ｍ ４００ｍ(小学除く )
    リ レ ー ２００ｍ(小学のみ) ４００ｍ(小学除く )
        メドレーリレー     ２００ｍ(小学のみ) ４００ｍ(小学除く )

※出場制限： 小学生については４００ｍ種目は出場できない。 
  団体種目において２００ｍ競技は小学生のみとし、４００ｍ競技は小学生を除く。
※制限タイム： 以下の距離の全種目については大会運営上、出場制限を設けます。申込時によく確認の上申

し込んでください。 
２００ｍ  → ４：００．００ 
４００ｍ  → ７：３０．００ 
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７．競技順序 

1  タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子(小学のみ)

2  タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子(小学のみ)

3  タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子(小学除く )

4  タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子(小学除く )

5  タイム決勝 個人メドレー 400m   女子 

6  タイム決勝 個人メドレー 400m   男子 

7  タイム決勝 自由形  50m   女子 

8  タイム決勝 自由形  50m   男子 

9  タイム決勝 平泳ぎ  200m   女子 

10 タイム決勝 平泳ぎ  200m   男子 

11  タイム決勝 背泳ぎ  200m   女子 

12  タイム決勝 背泳ぎ  200m   男子 

13  タイム決勝 バタフライ 200m   女子 

14  タイム決勝 バタフライ 200m   男子 

15  タイム決勝 自由形  400m   女子 

16  タイム決勝 自由形  400m   男子 

17  タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 

18  タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 

19  タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 

20  タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 

21  タイム決勝 バタフライ 50m   女子 

22  タイム決勝 バタフライ 50m   男子 

23  タイム決勝 自由形  200m  女子 

24  タイム決勝 自由形  200m  男子 

25  タイム決勝 平泳ぎ  100m  女子 

26  タイム決勝 平泳ぎ  100m  男子 

27  タイム決勝 背泳ぎ  100m  女子 

28  タイム決勝 背泳ぎ  100m  男子 

29  タイム決勝 バタフライ 100m  女子 

30  タイム決勝 バタフライ 100m  男子 

31  タイム決勝 自由形  100m  女子 

32  タイム決勝 自由形  100m   男子 

33  タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 

34  タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 

35  タイム決勝 リレー  200m   女子(小学のみ)

36  タイム決勝 リレー  200m   男子(小学のみ)

37  タイム決勝 リレー  400m   女子(小学除く )

38  タイム決勝 リレー  400m   男子(小学除く )

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟に団体登録した兵庫県内のチームに所属し、競技者登録した者 

(ロ)制  限 学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

１人２種目以内（リレー、メドレーリレーは除く） 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 
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※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原

則、返金対応は行いません。） 

※ 団体種目のみの参加選手については、申込金（個人種目エントリー代）は不要です。た

だし、その選手ヘの記念品等の配付はありません。 

(二)申込書類 ①申込一覧表   

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 

(ホ)参 加 費     申込金（１名１，０００円・・・含プログラム代） 

                速報１，０００円、リレー・メドレーリレー（１チーム１，０００円） 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９―２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 

   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 
 (チ)申込締切   平成２９年１２月２２日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

９．表    彰（対象：県内所属出場選手）

男女各１名（小学１・２年生、小学３・４年生、小学５・６年生、中学、高校・一般の５グループ）を

優秀選手として表彰する。 

１０．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切

の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 
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(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 

(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人、団体エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本

部の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用やリレー種目を市内チーム限定で実施したりま

た、リレー種目の中止とすることがあります。（その場合には、申込金の返金対応有り） 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、日

水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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第２７回 冬季姫路市室内選手権水泳競技大会要項 大会コード２８１７７１５

１．主    催  姫路市水泳協会 

２．後    援  姫路市、姫路市体育協会 

３．期    日  平成３０年 ２月 ４日（日） ９時～ 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競 技 方 法 年令区分は平成２９年４月１日を基準とする。 

【個人種目】 

(イ)競技はクラス混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが競技結果においてはクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ)年令別で行う。（男女とも同グループ） 

     Ａグループ 小学１・２年生 

        Ｂグループ 小学３・４年生 

     Ｃグループ 小学５・６年生 

     Ｄグループ 中学生 

     Ｅグループ 高校生・一般 

(ニ)スタートは１回とする。 

(ホ)所属団体の所在地が県内市外となる場合は、所属する全参加選手を記録の公認のみ（ＯＰＥＮ）とする。 

【リレー種目】 

(イ)競技はクラス混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが、競技結果はクラス別とする。 

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースとする。 

(ハ) 年令別で行う。（男女とも同グループ） 

     Ｃグループ 小学生 

     Ｄグループ 中学生 

     Ｅグループ 高校生・一般 

(二)スタートは１回とする。 

(ホ)本大会はクラス別にて行うためリレーに出場する場合は必ず同一グループのメンバーで編成すること。 

 例１ 所在地が姫路市外のチーム → オープン参加（村○工高 OP 等） 

(ヘ)リレー種目に出場する場合（オープン参加も含む）は申込時に必ず該当のグループコードを付加すること。

協会側では当日まで出場選手が不明のため予選班組みができず出場不可とせざるを得ないので、申込時に

忘れずに付加すること。グループコードはリレー用グループコード一覧表を参考にすること。 

(ト)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に半角英数で A.B.C を付加すること。 

  例１ 村○工高 A 村○工高 Bのように語尾につけること。 
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☆リレー用グループコード一覧表☆ 

学種 小１・２年 小３・４年 小５・６年 中学 高校・一般 

グループ名 Ｃ Ｄ Ｅ 

男子・女子共通

入力コード 
３ ４ ５ 

 ※複数クラスにまたがるオープン参加は出場できません。 

６．競 技 種 目

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ・Ｅ 

 自 由 形

  背 泳 ぎ

  平 泳 ぎ

  バタフライ

  個人メドレー 

  リ レ ー

  メドレーリレー

５０ 

５０  

５０  

５０  

５０ １００  

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

２００

５０ １００ ２００ 

５０  １００   

５０  １００   

５０  １００   

              ２００

５０ １００ ２００  ４００

５０  １００  ２００ 

５０  １００  ２００ 

５０  １００  ２００ 

              ２００ ４００

２００ 

２００

                      ４００

                      ４００

７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子(小学のみ)

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子(小学のみ)

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子(小学除く )

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子(小学除く )

5. タイム決勝 個人メドレー 400m   女子 

6. タイム決勝 個人メドレー 400m   男子 

7. タイム決勝 自由形  50m   女子 

8. タイム決勝 自由形  50m   男子 

9. タイム決勝 平泳ぎ  200m   女子 

10. タイム決勝 平泳ぎ  200m   男子 

11. タイム決勝 背泳ぎ  200m   女子 

12. タイム決勝 背泳ぎ  200m   男子 

13. タイム決勝 バタフライ 200m   女子 

14. タイム決勝 バタフライ 200m   男子 

15. タイム決勝 自由形  400m   女子 

16. タイム決勝 自由形  400m   男子 

17. タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 

18. タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 

19. タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 

20. タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 

21. タイム決勝 バタフライ 50m   女子 

22. タイム決勝 バタフライ 50m   男子 

23. タイム決勝 自由形  200m  女子 

24. タイム決勝 自由形  200m  男子 

25. タイム決勝 リレー  200m   女子(小学のみ)

26. タイム決勝 リレー  200m   男子(小学のみ)

27. タイム決勝 平泳ぎ  100m  女子 

28. タイム決勝 平泳ぎ  100m  男子 

29. タイム決勝 背泳ぎ  100m  女子 

30. タイム決勝 背泳ぎ  100m  男子 
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31. タイム決勝 バタフライ 100m  女子 

32. タイム決勝 バタフライ 100m  男子 

33. タイム決勝 自由形  100m  女子 

34. タイム決勝 自由形  100m   男子 

35. タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 

36. タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 

37. タイム決勝 リレー  400m   女子(小学除く )

38. タイム決勝 リレー  400m   男子(小学除く )

８．申 込 規 定

(イ)資  格  日本水泳連盟に団体登録した姫路市内のチームに所属し、競技者登録した者 

※所在地が県内市外の選手は記録の公認のみとする。 

  ※県外選手は申込み不可とする。 

(ロ)制  限 学童は保護者の同意書（責任者で一括しておくこと）、生徒は学校長の承認を必要とする。 

１人２種目以内（リレー、メドレーリレーは除く） 

(ハ)申込方法 ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。 

※ 詳細はエントリー方法を参照すること。 

※ 当大会はＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手のエン

トリーはできません。エントリーされた場合は削除します。 

※ エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、申込金は、原

則、返金対応は行いません。） 

※ 団体種目のみの参加選手については、申込金（個人種目エントリー代）は不要です。た

だし、その選手ヘの記念品等の配付はありません。 

 (二)申込書類  ①申込一覧表   

※協力競技役員については一団体 20 名以上の参加の場合は、2名お願いします。

②(ｴﾝﾄﾘｰ TIME)一覧表   

③(ｴﾝﾄﾘｰﾃﾞｰﾀ)一覧表  

④(ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀ)一覧表・・・リレーに出場する場合のみ提出 

(ホ)参 加 費        申込金（１種目５００円）、プログラム代金（１部５００円） 

                速報１、０００円、リレー・メドレーリレー（１チーム１，０００円） 

(ヘ)振 込 先        〈依頼人は所属名で申し込んでください〉 

①郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

②振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店 店 番：０９９ 

預金項目：当座  口座番号：０１０６２３７ 

口座名：姫路市水泳協会 

カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

(ト)申 込 先

＜書類郵送先＞ 〒６７２－８００１  

姫路市兼田８０１(有)アクアプランニング内姫路市水泳協会事務局 

            岡 田 照 良 宛       

ＴＥＬ０７９－２４５－８２８１、ＦＡＸ０７９－２４５－２４５３ 

＜ＷＥＢエントリー＞ 日本水泳連盟会員ページにてエントリー作業をしてください。 
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   ※申し込み書類（①～④）はＦＡＸ又は郵送してください。 

   ※日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 

(チ)申込締切   平成３０年１月１９日（金） 午後６時迄（郵便等） 
   ※ＷＥＢでのエントリー作業は締切日２４時まで可 

(リ)二次要項 エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会のホー
ムページ（二次要項）にて公開いたしますので確認してください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス 

http://www.himeji-sa.net 

９．表    彰  （対象：姫路市内所属出場選手） 

(イ)各種目とも３位までを表彰する。 

(ロ)男女各１名（小学１・２年生、小学３・４年生、小学５・６年生、中学、高校・一般の５グループ）を優

秀選手として表彰する。 

１０．そ の 他

(イ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において一切

の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ロ)本大会の競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り兵庫県水泳連盟、日本水
泳連盟のホームページに掲載される。掲載を希望しない競技者は大会当日本部までその旨を連絡するこ
と。 

(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、事前に主催者ヘ許可申請が必要です。大会当日に、大会本部
にて事前申請者に対してビブス（ゼッケン）を配布するので撮影時には必ず着用して撮影のこと。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、出場種目についてチームで一括して責任者が受付を行うこと。 

(ホ)本大会競技の記録認定は本部にて行う。希望する選手は、本部まで競技者登録カードを持参申請するか、ま
たは本部にて申請用紙を入手し、申請用紙に必要事項を記入し本人が直接申請すること。 
※団体等での一括申請は受け付けない。 

(ヘ)個人、団体エントリー多数の場合、大会終了時間が遅くなることが予想されます。その場合には、大会本

部の判断により、オーバーザトップ方式のスタートの採用やリレー種目を市内チーム限定で実施したりま

た、リレー種目の中止とすることがあります。（その場合には、申込金の返金対応有り） 

(ト)本会場観覧席やその周辺において場所取り行為や休憩場所としての利用は、他の観覧者ヘ迷惑・混

雑の原因となるためご遠慮下さい。また、設置してある長椅子、テーブル等の移動や持参した毛布、

シート、椅子等での観覧・場所取りもご遠慮下さい。尚、再三の注意にも従っていただけない場合

には、今後の大会参加をお断りする場合があります。 

 ※場所取り行為とは…荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。

(チ)施設内駐車場には、限りがありますので満車の場合には、周辺の有料駐車場をご利用ください。尚、

施設周辺の路上駐車や人待ちの停車等は交通の妨げや周辺住民ヘの迷惑となるばかりでなく、事故

等にもつながりますので、絶対にしないで下さい。 

(リ)大会出場選手・生徒・学生等は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装については、

日水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 
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大会名

印 団体番号

T E L F A X

印

携帯電話

E-MAIL

参加者 参加個人種目 参加団体種目 予  約

男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 プロ 速報

円 × 種目 ＝ 0 円

円 × 種目 ＝ 0 円

円 × 部 ＝ 0 円

円 × 部 ＝ 0 円

　　（返信用封筒は不要です） 円

・

領収書内訳内容 申込金合計 円

宛名

１枚目 金額

２枚目 金額

３枚目 金額

※別途、事前申請書を申込時に提出が必要です。
※WEB申請数と必ず一致させてください。

 ※別紙添付でも可

代表者名

振替票はここに貼付してください。通信費

申込代

協力競技役員

枚

領収書発行 要 不要

撮影許可証必要数

※20名以上引率の場合は必ず2名以上記入のこと

通　 信 　費

２０１５年度改版

↓"種目"又は"人"を選択　

【参加申込内訳】

略称団体名

申込内容問合せ先

（緊急連絡先）

記載責任者名

姫路市水泳協会

個人種目参加費

団体種目参加費

※大会出場選手・生徒・学生は、協力競技役員にはなれません。尚、競技役員の服装について
は、日水連役員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予約代金

速報予約代金

※団体種目のみの選手は、参加人数に含めないでください。

←　必ず記入のこと

〒

SWMSYS入力者

※エントリーに関わるため必
ず記入のことまた、休日等で
も連絡が取れること。

住　　所

団 体 名

申込一覧表・協力競技役員申請書



（ ）

（ ） 月 （ ） 日

（ ） 人

年 月 日

（ ）

（ 印 ）責任者

団体名

※不足分はコピーしてください

平成

上記の通り申請します。

ビデオ・写真撮影者（ギャラリー等も含む）2

9

10

氏 名 性　　別 備考

1

2

（別紙様式）

姫路市水泳協会長　様

競技会における引率入場者及び撮影者等事前許可申請書

競技会日

競技会名

1

参加選手人数

性　　別 備考選 手 と の 関 係

1

(参加選手人数１０名までは１名、１１名以上は２名まで）

競技役員以外の引率者(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ入場者）氏名

氏 名Ｎｏ．

7

8

5

6

3

4

選 手 と の 関 係

※原則として引率者の待機はプールサイドとし、記録席等への立ち入りは禁止します。

協会使用欄Ｎｏ．

2

協会使用欄



リレーオーダー用紙（競技力向上・市民大会用）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

Ｎｏ． 
 組  ｺｰｽ  

距離 ｍ 種目  性別  

チーム名  

第
１
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
２
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
３
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
４
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

リレーオーダー用紙（競技力向上・市民大会用）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

Ｎｏ． 
 組  ｺｰｽ  

距離 ｍ 種目  性別  

チーム名  

第
１
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
２
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
３
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
４
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 



リレーオーダー用紙（室内選手権用） 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

Ｎｏ． 
 組  ｺｰｽ  

クラス 小学 中学 高校・一般 
クラス

番号 

OP事由 市外参加 

距離 ｍ 種目  性別  

チーム名  

第
１
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
２
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
３
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
４
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

リレーオーダー用紙（室内選手権用） 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

Ｎｏ． 
 組  ｺｰｽ  

クラス 小学 中学 高校・一般 
クラス

番号 

OP事由 市外参加 

距離 ｍ 種目  性別  

チーム名  

第
１
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
２
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
３
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
４
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 



リレーオーダー用紙（姫路Ｊｒ用） 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

Ｎｏ． 
 組  ｺｰｽ  

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E 
クラス

番号 

ＯＰ  
※ＯＰの場合は、左欄に丸を付ける事 

※クラス混成による参加は不可 

距離 ｍ 種目  性別  

チーム名  

第
１
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
２
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
３
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
４
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

リレーオーダー用紙（姫路Ｊｒ用） 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

Ｎｏ． 
 組  ｺｰｽ  

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E 
クラス

番号 

ＯＰ  
※ＯＰの場合は、左欄に丸を付ける事 

※クラス混成による参加は不可 

距離 ｍ 種目  性別  

チーム名  

第
１
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
２
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
３
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 

第
４
泳
者

カナ  学種 学年 

氏名 （  才）   

生年月日 年 月 日 


