
第２４回 春季姫路市室内選手権水泳競技大会要項 大会コード２８０４７０１ 

 

１．主    催  姫路市体育協会、姫路市教育委員会 

 

２．主    管  姫路市水泳協会 

 

３．期    日  平成１６年５月１６日（日） ９時～ 

 

４．場    所  姫路市立総合スポーツ会館プール 

 

５．競 技 方 法       

 

【個人種目】 

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

(ロ)各種目とも予選は行わず決勝タイムレースにて行う。 

(ハ)年令別で行う。年令区分は平成１６年４月１日現在で下記のグループで行う。（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。 

 

【リレー種目】 

(イ)競技はクラス混合（ＡＢＣとＤＥは区別する）、男女別にて行うが、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にて行う。 

(ハ) 年令別で行う。年令区分は平成１６年４月１日現在で下記のグループで行う。（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。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 ＣとＤのグループでチーム編成 → 出場不可 

(へ)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させること。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ため、申込時に忘れずに付加するこ

と。グループコードは以下の表を参考にすること。 

(ト)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。 

 

☆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 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

男子・女子共通

入力コード 
３ ４ ５ 

 



６．競 技 種 目       
 

 Ａ Ｂ・Ｃ Ｄ・Ｅ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

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 

 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 
                      ２００ 

                      ２００ 

                      ４００ 

                      ４００ 
 

７．競技順序 

1  タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子 小学生 

2  タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子 小学生 

3  タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子 中学生・高校・一般 

4  タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子 中学生・高校・一般 

5  タイム決勝 個人メドレー 400m  男子 中学生・高校・一般 

6  タイム決勝 個人メドレー 400m   女子 中学生・高校・一般 

7  タイム決勝 自由形  200m   男子 小学3･4･5･6年生 

8  タイム決勝 自由形  200m   男子 中学生・高校・一般 

9  タイム決勝 自由形  200m   女子 小学年生 

10  タイム決勝 自由形  200m   女子 小学3･4･5･6年生 

11  タイム決勝 自由形  200m   女子 中学生・高校・一般 

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

13  タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 中学生・高校・一般 

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

15  タイム決勝 背泳ぎ  50m   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 背泳ぎ  200m   女子 中学生・高校・一般 

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

19  タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 中学生・高校・一般 

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

21  タイム決勝 平泳ぎ  50m   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 平泳ぎ  200m   女子 中学生・高校・一般 

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

25  タイム決勝 バタフライ 50m   男子 中学生・高校・一般 

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

27  タイム決勝 バタフライ 50m   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 バタフライ 200m   女子 中学生・高校・一般 

30  タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 小学1･2･3･4･5･6年生 

31  タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 中学生・高校・一般 

32  タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 小学1･2･3･4･5･6年生 

33  タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 中学生・高校・一般 

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

35  タイム決勝 自由形  50m   男子 中学生・高校・一般 

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



37  タイム決勝 自由形  50m   女子 中学生・高校・一般 

38  タイム決勝 背泳ぎ  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

39  タイム決勝 背泳ぎ  100m   男子 中学生・高校・一般 

40  タイム決勝 背泳ぎ  100m   女子 小学3･4･5･6年生 

41  タイム決勝 背泳ぎ  100m   女子 中学生・高校・一般 

42  タイム決勝 平泳ぎ  100m   男子 小学3･4･5･6年生 

43  タイム決勝 平泳ぎ  100m   男子 中学生・高校・一般 

44  タイム決勝 平泳ぎ  100m   女子 小学3･4･5･6年生 

45  タイム決勝 平泳ぎ  100m   女子 中学生・高校・一般 

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

47  タイム決勝 バタフライ 100m   男子 中学生・高校・一般 

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

49  タイム決勝 バタフライ 100m   女子 中学生・高校・一般 

50  タイム決勝 自由形  100m  男子 小学3･4･5･6年生 

51  タイム決勝 自由形  100m  男子 中学生・高校・一般 

52  タイム決勝 自由形  100m   女子 小学3･4･5･6年生 

53  タイム決勝 自由形  100m   女子 中学生・高校・一般 

54  タイム決勝 自由形  400m   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 リレー  200m   男子 小学生 

57  タイム決勝 リレー  200m   女子 小学生 

58  タイム決勝 リレー  400m   男子 中学生・高校・一般 

59  タイム決勝 リレー  400m   女子 中学生・高校・一般 

 

８．申 込 規 定       

(イ)資  格    姫路市民 

                     姫路市内の学校に在籍する者       で日本水泳連盟に登録した者あるい 

                     姫路市内の事務所に勤務する者    は登録準備中の者 

   ※上記以外の者で参加希望者は記録の公認のみとする。 

 

(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 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 

 

(ニ)振 込 先        郵便振替    口座番号 ００９７０－１－１０６２３７ 

                姫路市水泳協会〈依頼人は所属名で申し込んで下さい〉 

(ホ)申込方法： フロッピーディスク（１．４４ＭＢ）での申込のみとし、申込一覧表と一緒に申し込むこと。 

  （注意１：代行入力は行いません。） 

  （注意２：ＳＷＭＳＹＳ以外に当協会が指定したＣＳＶ形式のファイルでの申込は可） 

 

○ 申込書類  ① 申込一覧表（SWMSYS 用） ②エントリーデータ一覧表 

                       ② リレーデータ一覧表 

           ○ 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)申込締切    平成１６年４月３０日（金） 午後６時迄 

 
 



(ト)結果公開 
 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ます。掲載を希望されない競技者は大会当
日本部まで競技者本人（未成年の場合は保護者）がその旨をお知らせください。 

 
９．表    彰   

(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）優秀 

選手を表彰する。 

(ハ)リレー・メドレーリレーの優勝チームを表彰する。 


