
競技順序

入場抽選 ＡＭ７：５０ 競技開始 ＡＭ１０：００

開場 ＡＭ８：００ 昼休み ＡＭ１１：２７～ＰＭ０：２７

受付 ＡＭ８：００～９：００ 競技終了 ＰＭ２：４３

Ｗ－ＵＰ ＡＭ８：００～９：４５ オーダー用紙締切

パート主任集合 ＡＭ９：２０ メドレーリレー ＡＭ９：３０

競技役員集合 ＡＭ９：３０ フリーリレー ＰＭ１：００

競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間 備考

1 女子 200 メドレ リレ タイム決勝 1 無差別 10 001 女子  200m メドレーリレー タイム決勝 1 無差別 10:00

2 男子  200m メドレーリレー タイム決勝 1 無差別

3 女子  400m メドレーリレー タイム決勝 無差別 タイム決勝は行いません

4 男子  400m メドレーリレー タイム決勝 無差別 タイム決勝は行いません

5 女子  400m 個人メドレー タイム決勝 1 無差別 10:08

6 男子  400m 個人メドレー タイム決勝 1 無差別

7 女子  200m 自由形 予選 2 無差別 10:22

8 男子  200m 自由形 予選 3 無差別
表彰 競技番号：１ ２ ５ ６

9 女子   50m 平泳ぎ 予選 2 無差別 10:42

10 男子   50m 平泳ぎ 予選 2 無差別

11 女子  100m 背泳ぎ 予選 1 無差別 10:48

12 男子  100m 背泳ぎ 予選 無差別 予選は行いません

13 女子  200m バタフライ 予選 無差別 予選は行いません

14 男子  200m バタフライ 予選 無差別 予選は行いません

15 女子   50m 自由形 予選 4 無差別 10:50

16 男子   50m 自由形 予選 5 無差別

表彰          競技番号：１、２、５、６

16 男子   50m 自由形 予選 5 無差別

17 女子  100m 平泳ぎ 予選 1 無差別 11:01

18 男子  100m 平泳ぎ 予選 無差別 予選は行いません

19 女子  200m 背泳ぎ 予選 無差別 予選は行いません

20 男子  200m 背泳ぎ 予選 無差別 予選は行いません

21 女子   50m バタフライ 予選 無差別 予選は行いません

22 男子   50m バタフライ 予選 3 無差別 11:03

23 女子  100m 自由形 予選 3 無差別 11:07

24 男子  100m 自由形 予選 3 無差別

25 女子  200m 平泳ぎ 予選 無差別 予選は行いません

26 男子  200m 平泳ぎ 予選 無差別 予選は行いません

27 女子   50m 背泳ぎ 予選 無差別 予選は行いません

28 男子   50m 背泳ぎ 予選 2 無差別 11:17

29 女子  100m バタフライ 予選 無差別 予選は行いません

30 男子  100m バタフライ 予選 無差別 予選は行いません

31 女子  200m 個人メドレー 予選 無差別 予選は行いません

32 男子  200m 個人メドレー 予選 2 無差別 11:20
昼休み

33 女子  200m 自由形 決勝 1 無差別 12:27

34 男子  200m 自由形 決勝 1 無差別

35 女子   50m 平泳ぎ Ｂ決勝 無差別 Ｂ決勝は行いません

36 女子   50m 平泳ぎ 決勝 1 無差別 12:35

37 男子   50m 平泳ぎ Ｂ決勝 無差別 Ｂ決勝は行いません

38 男子   50m 平泳ぎ 決勝 1 無差別

39 女子  100m 背泳ぎ 決勝 無差別 決勝は行いません

40 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 無差別 12:39

昼休み

40 男子  100m 背泳ぎ 決勝 1 無差別 12:39

41 女子  200m バタフライ 決勝 1 無差別 12:47

42 男子  200m バタフライ 決勝 無差別 決勝は行いません

43 女子   50m 自由形 Ｂ決勝 1 無差別 12:51

44 女子   50m 自由形 決勝 1 無差別

45 男子   50m 自由形 Ｂ決勝 1 無差別

46 男子   50m 自由形 決勝 1 無差別

表彰          競技番号：３３、３４、３６、３８

表彰          競技番号：４０、４１

47 女子  100m 平泳ぎ 決勝 無差別 決勝は行いません

48 男子  100m 平泳ぎ 決勝 1 無差別 13:02

表彰          競技番号：４０、４１



競技順序

競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間 備考

49 女子  200m 背泳ぎ 決勝 1 無差別 13:05

50 男子  200m 背泳ぎ 決勝 1 無差別

51 女子   50m バタフライ Ｂ決勝 無差別 Ｂ決勝は行いません

52 女子   50m バタフライ 決勝 1 無差別 13:17

53 男子   50m バタフライ Ｂ決勝 無差別 Ｂ決勝は行いません

54 男子   50m バタフライ 決勝 1 無差別

55 女子 100 自由形 決勝 1 無差別 13 21

表彰          競技番号：４４、４６、４８

55 女子  100m 自由形 決勝 1 無差別 13:21

56 男子  100m 自由形 決勝 1 無差別

57 女子  200m 平泳ぎ 決勝 1 無差別 13:31

58 男子  200m 平泳ぎ 決勝 1 無差別

59 女子   50m 背泳ぎ Ｂ決勝 無差別 Ｂ決勝は行いません

60 女子   50m 背泳ぎ 決勝 1 無差別 13:39

61 男子   50m 背泳ぎ Ｂ決勝 無差別 Ｂ決勝は行いません

62 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 無差別

表彰          競技番号：４９、５０、５２、５４

62 男子   50m 背泳ぎ 決勝 1 無差別

63 女子  100m バタフライ 決勝 1 無差別 13:48

64 男子  100m バタフライ 決勝 1 無差別

65 女子  200m 個人メドレー 決勝 1 無差別 13:54

66 男子  200m 個人メドレー 決勝 1 無差別

67 女子  400m 自由形 タイム決勝 1 無差別 14:07

68 男子  400m 自由形 タイム決勝 1 無差別

表彰          競技番号：５５、５６、５７、５８

表彰          競技番号：６０、６２、６３、６４

68 男子  400m 自由形 タイム決勝 1 無差別

69 女子  200m リレー タイム決勝 1 無差別 14:21

70 男子  200m リレー タイム決勝 1 無差別

71 女子  400m リレー タイム決勝 無差別 タイム決勝は行いません

72 男子  400m リレー タイム決勝 1 無差別

14:43競技終了予定

表彰          競技番号：６５、６６、６７、６８、６９、７０、７２



・当大会期間中、下記のタイムスケジュールのように行います。
入場抽選 ＡＭ７：５０
開場 ＡＭ８：００
受付 ＡＭ８：００～９：００
Ｗ－ＵＰ ＡＭ８：００～９：４５
パート主任集合 ＡＭ９：２０
競技役員集合 ＡＭ９：３０第２日目は抽選を行いません。
競技開始 ＡＭ１０：００

・路上駐車は、絶対に止めて下さい。また、プール正面の駐車場は使わないようにお願いします。駐車の
際は、決められた場所にお願いします。

・大会中のカメラ・ビデオカメラでの撮影につきましては、所属チームからの事前登録制となっております。
大会当日は、必ず押印されている公式大会撮影許可申請書を持参して下さい。
事前申込みをされていない大会当日の撮影許可書の交付は行いません。
・場内での撮影時は、撮影許可証が確認しやすいように携帯してください。

・ブールサイドでの食事はおやめください。また、出来ましたゴミは、必ずお持ち帰りください。
・選手控場所・保護者観覧席の使用後は、必ず清掃して頂きます。ロッカーの中にごみを放置される方が
います。おやめください。

・競技番号：１２、１３、１８、２０、２１、２５、２６、２７、２９、３０、３１は、予選参加人数が７名を満たない為、
予選競技は行いません。

・競技番号：３、４、１４、１９、４２、４９、７１は、予選参加人数が０名の為、予選・決勝競技は行いません。

・競技番号：３５、３７、５１、５３、５９、６１は、予選参加人数が２１名を満たない為、Ｂ決勝競技は行いませ
ん。

・招集は当該競技種目開始２０分前に終了致します。それまでに必ず招集員の点呼を受けるようにしてく
ださい。点呼を受けずに招集所を離れた場合、棄権と見なされ出場できない場合があります。

・アッププールでの遊泳を禁止致します。

・本競技会で使用可能な水着は以下の通りです。招集所にて水着の確認を行います。
  (1) 水着の形状（身体を覆う範囲）は次の通り。
     イ) 男子はへそを超えず、膝までとする。
     ロ) 女子は肩から膝までとする。ただし首、肩を覆うことはできない
  (2) 重ね着は、禁止。着用できる水着は一枚のみとする。
  (3) 水着あるいは身体へのテーピングは禁止とする。
  (4) 素材は繊維のみとする。（ラバー及びパネルを貼ったものは不可）

・予選を棄権する場合は、プログラム巻末の届出用紙に記入し、当該競技種目開始１時間前までに、必
ず招集所に届け出ること。
 決勝を棄権する場合には、その予選競技終了後１時間以内に棄権料1,000円を添えて届け出ること。（決
勝用の棄権用紙は受付にて配布します。）

兵庫県マスコット　はばタン

注意事項

・この大会に参加した選手の順位・タイム・競技者名が、新聞・インターネット（日水連・兵水連の各ホーム
ページ）に掲載されます。

・記録証発行の時間帯については、大会終了後３０分以内と致します。なお、発行場所は当日連絡致しま
す。

・アリーナ内は、土足厳禁です。
  選手は、素足。競技役員は、上履きを利用して下さい。
・館外へ出る際は、プールサイドで使用している上履き・サンダルを下履きに履き替えて下さい。
  なお、各自で靴袋を用意して、靴(下履き)を靴袋に入れて保管すること。



・以下の受付をプール受付にて行います。
・参加団体受付
・ビデオ許可書
・プログラム販売

・連絡事項（大会結果発表に関する注意）
・ランキングの”JP OP”の記載については、２０１０年度ジャパンオープン（５０ｍ）の参加標準記録判定
を行っています。
・ランキングの”J O C”の記載については、ＪＳＭ春季大会当日（５／９）の満年齢にて、全国ＪＯＣ春季
大会の参加標準記録判定を行っています。
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