
平成３０年度 春季姫路市競技力向上記録会要項   大会番号２８１８６０８ 

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３０年 ４月２２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３０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。 

【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 

(ニ)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を付加する必要はない。

(ホ)同一グループに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 



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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作

業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 

(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

 (ト)申 込 先

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４月１３日（金） ２３：５９まで 

(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必ず確認し大会参加ください。 

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。 



(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 

(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、協力競技役員にはできません。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。 



第３８回 春季姫路市室内選手権水泳競技大会要項 大会コード２８１８７０４

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３０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３０年４月１日を基準とする。 

【個人種目】 

(イ)競技はグループ混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが競技結果においてはグループ別とする。 

(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)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)競技はグループ混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが、競技結果はグループ別とする。 

(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)本大会はグループ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） 

(ホ)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。 

(ヘ)同一グループに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。 

☆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 

 ※複数グループ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 

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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作

業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 



(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

※ 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４月２７日（金） ２３：５９まで 

(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、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 

(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。 



 第１４回前期姫路ジュニア水泳競技大会要項     大会番号２８１８６１３

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６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。 

【個人種目】 

(イ)競技は、男女別、グループ混合（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グ

ループ別とする。 

(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)グループを超えてのエントリーは認めない。 

【リレー種目】 

(イ)競技はグループ混合、男女別で行い、競技結果はグループ別とする。 

(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)同一グループに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。 

☆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 

グループコード 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  

７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m  女子 グループ混合ＡＢＣ 

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m 男子 グループ混合ＡＢＣ 

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m  女子 グループ混合ＤＥ 

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m 男子 グループ混合ＤＥ 

5. タイム決勝 自由形  50m 女子 グループ混合ＡＢＣ 

6. タイム決勝 自由形  50m  女子 グループ混合ＤＥ 

7. タイム決勝 自由形  50m 男子 グループ混合ＡＢＣ  

8. タイム決勝 自由形  50m  男子 グループ混合ＤＥ 

9. タイム決勝 自由形  400m 女子 グループ混合 

10. タイム決勝 自由形  400m  男子 グループ混合 

11. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 グループ混合ＡＢＣ  

12. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 グループ混合ＤＥ 

13. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＡＢＣ 

14. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＤＥ  

15. タイム決勝 平泳ぎ  200m  女子 グループ混合 

16. タイム決勝 平泳ぎ  200m  男子 グループ混合 

17. タイム決勝 背泳ぎ  50m  女子 グループ混合ＡＢＣ  

18. タイム決勝 背泳ぎ  50m 女子 グループ混合ＤＥ 

19. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＡＢＣ 

20. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＤＥ 

21. タイム決勝 背泳ぎ  200m 女子 グループ混合 

22. タイム決勝 背泳ぎ  200m  男子 グループ混合 



23. タイム決勝 バタフライ 50m 女子 グループ混合ＡＢＣ 

24. タイム決勝 バタフライ 50m  女子 グループ混合ＤＥ 

25. タイム決勝 バタフライ 50m  男子 グループ混合ＡＢＣ 

26. タイム決勝 バタフライ 50m 男子 グループ混合ＤＥ 

27. タイム決勝 バタフライ 200m  女子 グループ混合 

28. タイム決勝 バタフライ 200m 男子 グループ混合 

29. タイム決勝 個人メドレー 400m 女子 グループ混合 

30. タイム決勝 個人メドレー 400m 男子 グループ混合 

31. タイム決勝 フリーリレー 200m 女子 グループ混合ＡＢＣ 

32. タイム決勝 フリーリレー 200m 男子 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合ＤＥ 

49. タイム決勝 個人メドレー 200m 女子 グループ混合 

50. タイム決勝 個人メドレー 200m 男子 グループ混合 

51. タイム決勝 自由形  200m 女子 グループ混合 

52. タイム決勝 自由形  200m 男子 グループ混合 

53. タイム決勝 フリーリレー 400m 女子 グループ混合ＤＥ 

54. タイム決勝 フリーリレー 400m 男子 グループ混合ＤＥ 

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  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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作



業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 

(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

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５月２５日（金） ２３：５９まで 

(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

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、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 



(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。 



第７１回姫路市民体育大会 水泳競技の部     大会番号 ２８１８７０７

兼 平成３０年度 国民皆泳姫路地区大会     大会番号 ２８１８１０３

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３０年８月９日（木）・１０日（金） 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３０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） 

【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） 

(ニ)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 

(ホ)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。 

(ヘ)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 



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 



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

(記録証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。 

※ 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。 

※ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

※ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作業

は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）



(二)申込書類  

小  学  校 ①エントリー確認シート （※※提出不要※※） ②申込一覧表（※※提出不要※※）

「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）」及び必要な場合は「撮影許可

申請書（提出用）」を紙で作成し大会終了まで保管してください（提出不要）。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、本年度より「撮影許可申請書」については、申込み時に人数等

を確定し、提出してください。 

中学高校一般 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

※ 振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

※ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 

(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

小  学  校 姫路市立四郷中学校木下宛 

kinoshita.noriomi@himeji-hyg.ed.jp

中学高校一般 日水連会員ページアドレス 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember
(チ)申込締切 

小  学  校 平成３０年５月２５日（金） ２３：５９まで 

中学高校一般 平成３０年５月２５日（金） ２３：５９まで 

(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。 

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、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 

(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、協力競技役員には出来ません。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。 



平成３０年度 秋季姫路市競技力向上記録会要項   大会番号２８１８６１６ 

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 ９月３０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３０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。 

【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 

(ニ)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を付加する必要はない。

(ホ)同一グループに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 



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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作

業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 

(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

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９月１４日（金） ２３：５９まで 

(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必ず確認し大会参加ください。 

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。 



(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 

(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、協力競技役員にはできません。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。 



第１２回 秋季姫路市室内選手権水泳競技大会要項 大会コード２８１８７１２

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１１月１１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３０年４月１日を基準とする。 

【個人種目】 

(イ)競技はグループ混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが競技結果においてはグループ別とする。 

(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)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)競技はグループ混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが、競技結果はグループ別とする。 

(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)本大会はグループ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） 

(ホ)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。 

(ヘ)同一グループに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。 

☆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 

 ※複数グループ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 

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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作

業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 



(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

※ 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１０月２６日（金） ２３：５９まで 

(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、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 

(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。 



第３４回 後期姫路ジュニア水泳競技大会要項    大会番号２８１８６２０

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１２月９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。 

【個人種目】 

(イ)競技は、男女別、グループ混合（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グ

ループ別とする。 

(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)グループを超えてのエントリーは認めない。 

【リレー種目】 

(イ)競技はグループ混合、男女別で行い、競技結果はグループ別とする。 

(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)同一グループに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。 

☆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 

グループコード 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  

７．競技順序 

1. タイム決勝 メドレーリレー 200m  女子 グループ混合ＡＢＣ 

2. タイム決勝 メドレーリレー 200m 男子 グループ混合ＡＢＣ 

3. タイム決勝 メドレーリレー 400m  女子 グループ混合ＤＥ 

4. タイム決勝 メドレーリレー 400m 男子 グループ混合ＤＥ 

5. タイム決勝 自由形  50m 女子 グループ混合ＡＢＣ 

6. タイム決勝 自由形  50m  女子 グループ混合ＤＥ 

7. タイム決勝 自由形  50m 男子 グループ混合ＡＢＣ  

8. タイム決勝 自由形  50m  男子 グループ混合ＤＥ 

9. タイム決勝 自由形  400m 女子 グループ混合 

10. タイム決勝 自由形  400m  男子 グループ混合 

11. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 グループ混合ＡＢＣ  

12. タイム決勝 平泳ぎ  50m 女子 グループ混合ＤＥ 

13. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＡＢＣ 

14. タイム決勝 平泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＤＥ  

15. タイム決勝 平泳ぎ  200m  女子 グループ混合 

16. タイム決勝 平泳ぎ  200m  男子 グループ混合 

17. タイム決勝 背泳ぎ  50m  女子 グループ混合ＡＢＣ  

18. タイム決勝 背泳ぎ  50m 女子 グループ混合ＤＥ 

19. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＡＢＣ 

20. タイム決勝 背泳ぎ  50m 男子 グループ混合ＤＥ 

21. タイム決勝 背泳ぎ  200m 女子 グループ混合 

22. タイム決勝 背泳ぎ  200m  男子 グループ混合 



23. タイム決勝 バタフライ 50m 女子 グループ混合ＡＢＣ 

24. タイム決勝 バタフライ 50m  女子 グループ混合ＤＥ 

25. タイム決勝 バタフライ 50m  男子 グループ混合ＡＢＣ 

26. タイム決勝 バタフライ 50m 男子 グループ混合ＤＥ 

27. タイム決勝 バタフライ 200m  女子 グループ混合 

28. タイム決勝 バタフライ 200m 男子 グループ混合 

29. タイム決勝 個人メドレー 400m 女子 グループ混合 

30. タイム決勝 個人メドレー 400m 男子 グループ混合 

31. タイム決勝 フリーリレー 200m 女子 グループ混合ＡＢＣ 

32. タイム決勝 フリーリレー 200m 男子 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合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 グループ混合ＤＥ 

49. タイム決勝 個人メドレー 200m 女子 グループ混合 

50. タイム決勝 個人メドレー 200m 男子 グループ混合 

51. タイム決勝 自由形  200m 女子 グループ混合 

52. タイム決勝 自由形  200m 男子 グループ混合 

53. タイム決勝 フリーリレー 400m 女子 グループ混合ＤＥ 

54. タイム決勝 フリーリレー 400m 男子 グループ混合ＤＥ 

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  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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作



業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 

(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

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１１月２３日（金） ２３：５９まで 

 (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

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、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 



(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。 



平成３０年度 冬季姫路市競技力向上記録会要項   大会番号２８１８７１３ 

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２０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３０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。 

【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 

(ニ)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を付加する必要はない。

(ホ)同一グループに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 



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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作

業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 

(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

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１２月２１日（金） ２３：５９まで 

(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必ず確認し大会参加ください。 

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。 



(ハ)本大会におけるビデオ・写真の撮影には、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 

(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、協力競技役員にはできません。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。 



第２８回 冬季姫路市室内選手権水泳競技大会要項 大会コード２８１８７１５

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３１年 ２月１７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３０年４月１日を基準とする。 

【個人種目】 

(イ)競技はグループ混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが競技結果においてはグループ別とする。 

(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)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)競技はグループ混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別で行うが、競技結果はグループ別とする。 

(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)本大会はグループ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） 

(ホ)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。 

(ヘ)同一グループに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。 

☆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 

 ※複数グループ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 

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 日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。詳細はエントリー方

法を参照してください。 

① 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。 

② 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。） 

③ 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、その選手ヘの参加賞等の配布はありません。 

④ 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。要WEB

氏名入力

⑤ 引率者（プールサイド入場者）については参加選手人数１０名までは１名、１１名以上

は２名です。要WEB氏名入力

⑥ 申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。※協会への提出は不要 

⑦ 本年度より申込書類（申込一覧表等）の提出を廃止しましたので、WEB上での集計作

業は、正確に行ってください。（協力競技役員名、引率者、撮影許可ビブス発行枚数等）

(二)申込書類 ①申込一覧表（※※提出不要※※） 

  ※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

  ※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 



(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 

※ 本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。お支払

い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。尚、プログラ

ム代等の一部のみの領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会

本部までご持参くださる事で作成いたします。 

※ 振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(ト)申 込 先

※ 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３１年２月１日（金） ２３：５９まで 

(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、主催者ヘのＷＥＢ許可申請（集計作業内で行えます）が必要
です。大会当日に大会本部にてＷＥＢ予約数のビブス（ゼッケン）を団体責任者に一括配布します。撮
影者は撮影時に必ず着用して撮影のこと。※原則、当日申請は受け付けません。 

(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。 


