
平成２７年度 姫路市競技力向上長水路記録会要項  大会番号２８１５６２６ 

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２７年 ８月２９日（土） ８時開門  ９時競技開始 

４．場    所  姫路市民プール 

５．競技方法   年令区分は平成２７年４月１日を基準とする。

【個人種目】 

(イ)男女別で行う。 

(ロ)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。 

(ハ)各種目ともタイムレースとする。 

(二)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 ８００ｍ（女） １５００ｍ（男） 
        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 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
    リ レ ー ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ  
        メドレーリレー ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ 

※制限タイム： 以下の距離の全種目については大会運営上、出場制限タイムを設けます。申込時によく確認
の上、申し込んでください。尚、レース中に以下の制限時間を超えた場合は途中退水の場合
があります。 

２００ｍ  → ４：００．００ 
８００ｍ  → 13：００．００ 
15００ｍ  → 23：００．００ 

※出場制限 ： 自由形８００ｍと１５００ｍの種目においては大会運営上、出場制限を設けます。申し込み
締め切り後、出場者がそれぞれ１６名を超えていた場合は、エントリーランキング上位１６



名でプログラムを作成します。尚、１７位以下の選手については、当該種目のエントリーは
削除しますが、当日、他種目ヘの出場を認めます。（一種目に限る） 

７．競技順序 

1  タイム決勝 メドレーリレー 200m   女子 

2  タイム決勝 メドレーリレー 200m   男子 

3  タイム決勝 メドレーリレー 400m   女子 

4  タイム決勝 メドレーリレー 400m   男子 

5  タイム決勝 平泳ぎ  50m   女子 

6  タイム決勝 平泳ぎ  50m   男子 

7  タイム決勝 背泳ぎ  50m   女子 

8  タイム決勝 背泳ぎ  50m   男子 

9  タイム決勝 バタフライ 50m   女子 

10  タイム決勝 バタフライ 50m   男子 

11  タイム決勝 自由形  50m   女子 

12  タイム決勝 自由形  50m   男子 

13  タイム決勝 平泳ぎ  200m   女子 

14 タイム決勝 平泳ぎ  200m   男子 

15 タイム決勝 背泳ぎ  200m   女子 

16  タイム決勝 背泳ぎ  200m   男子 

17  タイム決勝 バタフライ 200m   女子 

18  タイム決勝 バタフライ 200m   男子 

19  タイム決勝 自由形  200m  女子 

20  タイム決勝 自由形  200m  男子 

21  タイム決勝 自由形  800m  女子 

22 タイム決勝 自由形  1500m  男子 

23  タイム決勝 平泳ぎ  100m  女子 

24  タイム決勝 平泳ぎ  100m  男子 

25  タイム決勝 背泳ぎ  100m  女子 

26  タイム決勝 背泳ぎ  100m  男子 

27  タイム決勝 バタフライ 100m  女子 

28  タイム決勝 バタフライ 100m  男子 

29  タイム決勝 自由形  100m  女子 

30  タイム決勝 自由形  100m   男子 

31  タイム決勝 個人メドレー 200m   女子 

32  タイム決勝 個人メドレー 200m   男子 

33  タイム決勝 リレー  200m   女子 

34  タイム決勝 リレー  200m   男子 

35  タイム決勝 リレー  400m   女子 

36  タイム決勝 リレー  400m   男子 

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。 

※ 詳細はエントリー操作方法を参照すること。 

※ 代行入力は行わない。 

※ 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   

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２７年８月１２日（水） 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：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。 

(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) (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) 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。 

(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。 


