
第 42 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） 

 

主    催  兵庫県水泳連盟 

後    援  (株)神戸新聞社 

日    時  平成 23 年 7月 3 日（日） 

場    所  尼崎スポーツの森(50m 屋内 8 ｺｰｽ)   《尼崎市扇町 14-1》 

１． 競技方法 

（１） 競技は、2011 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。 

（２） 職域対抗とする。 

（３） 男女別種目別競技。及び男子年令別競技。（以下参照） 

30 才男子種目  1971 年（昭和 46 年）7月 4日～1981 年（昭和 56 年）7月 3日生 

40 才男子種目  1961 年（昭和 36 年）7月 4日～1971 年（昭和 46 年）7月 3日生 

50 才男子種目  1961 年（昭和 36 年）7月 3日以前生 

（４） 各種目ともタイムレース決勝とし、予選競技は行わない。 

（５） 同日に開催する長水路記録会と同時進行でレースを行う。 

２． 競技種目及び出場制限記録 

距離／ 女  子
グループ 一般男子 ３０才 ４０才 ５０才 一般女子

 50m －－－－ ○ ○ ○ ○
100m ○ ○ －－－－ －－－－ ○
200m ○ －－－－ －－－－ －－－－ ○
400m ○ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
 50m －－－－ ○ ○ ○ ○
100m ○ －－－－ －－－－ －－－－ ○
200m ○ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
 50m －－－－ ○ ○ ○ ○
100m ○ ○ －－－－ －－－－ ○
200m ○ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
 50m －－－－ ○ ○ ○ ○
100m ○ －－－－ －－－－ －－－－ ○
200m ○ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

個人メドレー 200m ○ －－－－ －－－－ －－－－ ○
200m －－－－ ○
400m ○ －－－－
200m －－－－ ○
400m ○ －－－－

年令別200mリレー
年齢別200mメドレーリレー

30歳以上の者で編成し

合計年齢が130歳以上

バタフライ

リレー

種目

メドレーリレー

男  子

自由形

背泳ぎ

平泳ぎ

 

 

 リレー種目におけるクラスコードについては以下の通りとする。 

20
21
22

一　般　男　子
年　  齢 　 別
一　般　女　子  

３． 競技順序  競技順序ページ参照 

４． 申込規定 

（１） 参加資格 

（a） 2011 年（平成 23 年）6月 1日現在､県内の事業所に在籍している者。 アルバイトは不可。 

（b） 選手は（財）日本水泳連盟競技者登録 2011 年（平成 23 年）度完了者であること。但し、学

生部会への登録者を除く。  

尚、追加登録者に関しては 2011/6/15 正午迄に完了のこと。 

（c） 年齢別リレーの編成は 30才以上の者で編成し、合計年齢が 130 才以上でなければならない。 

（d） 全国大会に出場しようとする者は 8月 1日以前の年齢とする。 

（２） 参加制限 

（a） 1 事業所 1種目 2名以内 

（b） 1 名 2 種目以内。但し、リレー・メドレーリレーを除く。 

（３） エントリー方法  ・・・  Ｗｅｂエントリーのみ 



Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳによりエントリーデータの作成。 

※別途エントリーデータの提出は不要です。 

 

・Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳ入力上の注意事項 

※個人種目にて大会当日の満年齢より若い年齢区分に出場する場合は、以下のクラスコード

をエントリー画面のＣＳ欄に入力してください。 

３０歳クラス：“15”、４０歳クラス：“16”、５０歳クラス：“17” 

なお、個人種目において大会当日の満年齢と同じ年齢区分に出場する場合は、ＣＳ欄にはク

ラスコードを入力しないでください。 

※リレー種目のクラスコードは項番２．に記載のクラスコードを入力してください。 

（４） 提出物 以下の手続きにより締切日時迄に兵庫県水泳連盟まで提出のこと。 

1. 様式 9 大会申込一覧表（申込金の振替票控えを貼付。コピー可）を FAX にて送付。メール    

送信の場合は、振替票控のみ FAX してください。 

2. 様式 17 撮影許可申請書（コピー可）をメールまたは FAX にて送付。 

エントリー締切日時 平成 23 年 6 月 15 日（水）正午必着 

※様式 9、様式 17 は兵庫県水泳連盟ホームページよりダウンロードできます。 

※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、一旦振込まれた

申込金はいかなる場合でも返却は行いません。 

（５） 申込金 

個人種目 1種目  １,０００円 

リレー種目 1種目 １,６００円 

プログラム予約代金     ８００円 （当日 1,000 円） 

速報予約代金 

・電子データ  １,０００円 （当日 1,500 円） 

・大会終了後メールにて送付。 

・用紙（従来通り）  ２,０００円 （当日 3,000 円） 

通信費（返信用）     １００円 

※エントリー締切日時までに振込みが完了していないチームの大会出場は認めない。 

（６） 送付先及び振込先 

FAX：(078)641-1305    E-Mail：ent1@hyogo-sf.jp 

申込金振込先 郵便振替口座 ０１１２０－０－１１９８０ 

兵庫県水泳連盟宛 

（通信欄に必ず申込大会名を記入してください） 

現金書留・現金持込は受付できませんのでご協力お願い致します。 

５． 撮影許可証の配布について 

（１） 本大会のビデオ・カメラ撮影許可証は、参加団体（学校・クラブ・チーム）より事前に申請が出

された関係者のみに発行となります。 

（２） 各参加団体が申請書をとりまとめ、大会申込時にメールまたは FAX にて送付ください。大会当日

は押印したものを、受付へご提出ください。申請人数分の撮影許可証をお渡しいたします。 

（３） 大会終了後、各参加団体にて配布分をとりまとめ、受付へご返却ください。 

（４） 大会申込時の申請者リストにない大会関係者・保護者への当日の撮影許可証の発行（追加発行含

む）は一切行いませんので、来場されます大会関係者・保護者に連絡漏れの無いようご注意くだ

さい。 

（５） 各参加団体よりの申請受付枚数を、後日確認のため「引換券」に明記して返送します。追加・変

更がある場合は事務所まで電話ください。 

（６） 様式 17 撮影許可申請書の締切日時は、エントリー締切日時と同じです。 

６． 表 彰 

（１） 団体（クラブ）対抗得点 

① 個人種目は１位 8 点、2 位 7 点、･･･8 位 1 点とする。リレー種目は１位 16 点、2 位 14 点、･･･

8 位 2 点とする。同順位の場合は、その順位の得点をそれぞれに与える。 

（２） 順位決定方法 

得点の多いチーム。同点の場合は次の順序で順位を決定する。 

① リレー得点の多いチーム。 

② 入賞者数の多いチーム。但しリレーは 4とする。 



③ 1 位の数が多いチーム。以下 8位までこれにならう。 

（３）表彰種別 

団体 男女別総合ならびに年齢別 1位に記念品ならびに賞状を授与し表彰する。 

個人 各種目の 1位～3位に賞状を授与し表彰する。 

７． その他 

（１） 協力競技役員について 

競技役員の協力は、大会参加必須条件です。ご協力をお願いいたします。 

参加クラブは 1名の競技役員の協力を義務とします。 

（２） 出場制限記録は、各チームの申込責任者が厳正にチェックすること。 

（３） 当日の入場順抽選は、大会当日開門前に現地にて行います。 

実施時刻については、兵庫県水泳連盟公式ホームページにて公表する。 

（４） 棄権の届け出について 

タイム決勝種目棄権・・・当該競技種目開始１時間前までに、棄権届を招集所に届け出ること。 

 

【 第 62 回日本実業団水泳競技大会  大会参加申し込みについて 】 

（１） 日本実業団の標準記録を突破した者は、その種目に限り申し込むことができる。 

（２） 第 60 回・第 61 回日本実業団の出場者は、その種目に限り無条件に申し込むことができる。 

（３） 日本実業団の申込締切日時及び申込方法については、兵庫県水泳連盟公式ホームページにて公表

する。 

（４） 全国大会 期日 平成 23 年 8月 6日（土）～8月 7日（日） 

場所 岐阜・長良川スイミングプラザ 

 



NO 性別 距離 種目 NO 性別 距離 種目 実施競技クラス

1. 女子  200m メドレーリレー 42. 女子  100m 平泳ぎ 実業団

2. 男子  400m メドレーリレー 43. 男子  100m 平泳ぎ 実業団

3. 男子  200m メドレーリレー 44. 男子  100m 平泳ぎ 実業団（３０才）

4. 女子  200m メドレーリレー 45. 女子  100m 平泳ぎ 長水路記録会

5. 男子  200m メドレーリレー 46. 男子  100m 平泳ぎ 長水路記録会

6. 女子  400m メドレーリレー 47. 女子  200m 背泳ぎ 長水路記録会

7. 男子  400m メドレーリレー 48. 男子  200m 背泳ぎ 長水路記録会

8. 女子  200m 自由形 49. 女子   50m バタフライ 長水路記録会

9. 男子  200m 自由形 50. 男子   50m バタフライ 長水路記録会

10. 女子  200m 自由形 51. 女子   50m バタフライ 実業団

11. 男子  200m 自由形 52. 男子   50m バタフライ 実業団（３０才）

12. 女子   50m 平泳ぎ 53. 男子   50m バタフライ 実業団（４０才）

13. 男子  200m 平泳ぎ 54. 男子   50m バタフライ 実業団（５０才）

14. 男子   50m 平泳ぎ 55. 女子  200m メドレーリレー 長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）

15. 男子   50m 平泳ぎ 56. 男子  200m メドレーリレー 長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）

16. 男子   50m 平泳ぎ 57. 女子  100m 自由形 実業団

17. 女子   50m 平泳ぎ 58. 男子  100m 自由形 実業団

18. 男子   50m 平泳ぎ 59. 男子  100m 自由形 実業団（３０才）

19. 女子  100m 背泳ぎ 60. 女子  100m 自由形 長水路記録会

20. 男子  100m 背泳ぎ 61. 男子  100m 自由形 長水路記録会

21. 女子  100m 背泳ぎ 62. 女子  200m 平泳ぎ 長水路記録会

22. 男子  200m 背泳ぎ 63. 男子  200m 平泳ぎ 長水路記録会

23. 女子  200m リレー 64. 女子   50m 背泳ぎ 実業団

24. 男子  200m リレー 65. 男子  100m 背泳ぎ 実業団

25. 男子  200m バタフライ 66. 男子   50m 背泳ぎ 実業団（３０才）

26. 女子  200m バタフライ 67. 男子   50m 背泳ぎ 実業団（４０才）

27. 男子  200m バタフライ 68. 男子   50m 背泳ぎ 実業団（５０才）

28. 女子   50m 自由形 69. 女子   50m 背泳ぎ 長水路記録会

29. 男子   50m 自由形 70. 男子   50m 背泳ぎ 長水路記録会

30. 男子   50m 自由形 71. 女子  100m バタフライ 実業団

31. 男子   50m 自由形 72. 男子  100m バタフライ 実業団

32. 女子   50m 自由形 73. 女子  100m バタフライ 長水路記録会

33. 男子   50m 自由形 74. 男子  100m バタフライ 長水路記録会

34. 女子  200m 個人メドレー 75. 女子  400m 個人メドレー 長水路記録会

35. 男子  200m 個人メドレー 76. 男子  400m 個人メドレー 長水路記録会

36. 女子  200m 個人メドレー 77. 女子  200m リレー 実業団（一般女子）

37. 男子  200m 個人メドレー 78. 男子  400m リレー 実業団（一般男子）

38. 男子  200m リレー 79. 女子  200m リレー 長水路記録会（Ｂ・Ｃ）

39. 女子  400m 自由形 80. 男子  200m リレー 長水路記録会（Ｂ・Ｃ）

40. 男子  400m 自由形 81. 女子  400m リレー 長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）

41. 男子  400m 自由形 82. 男子  400m リレー 長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）実業団

実業団

長水路記録会

長水路記録会

実業団（年齢別）

長水路記録会

長水路記録会

長水路記録会

実業団

実業団（３０才）

実業団（４０才）

実業団（５０才）

長水路記録会

長水路記録会

長水路記録会

長水路記録会

長水路記録会

長水路記録会

実業団

長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）

長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）

実業団

長水路記録会

長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）

実業団

実業団

実業団

長水路記録会

実業団

実業団

実業団（３０才）

実業団（４０才）

実業団（５０才）

実業団

長水路記録会

【兵庫県実業団・長水路記録会競技順序】

実施競技クラス

実業団（一般女子）

実業団（一般男子）

実業団（年齢別）

長水路記録会（Ｂ・Ｃ）

長水路記録会（Ｂ・Ｃ）

長水路記録会（Ｄ・ＣＳ）
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