
第 58 回 阪神高校選手権水泳競技大会 

 

主    催 兵庫県高等学校体育連盟 阪神支部 

主  管 兵庫県高等学校体育連盟 阪神支部 

日    時 平成 29 年６月 10 日（土） 

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

 

１． 競技方法 

（１） 競技は、2017 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） レースはすべてタイムレース決勝とし、予選は行わない。 

（３） 学校別対抗とする。 

 

２． 競技種目・競技順序及び出場制限記録                                               
1. 女子 400m メドレーリレー タイム決勝 17. 女子 800m 自由形 タイム決勝
2. 男子 400m メドレーリレー タイム決勝 18. 男子 1500m 自由形 タイム決勝
3. 女子 400m 自由形 タイム決勝 19. 女子 200m 背泳ぎ タイム決勝
4. 男子 400m 自由形 タイム決勝 20. 男子 200m 背泳ぎ タイム決勝
5. 女子 100m 背泳ぎ タイム決勝 21. 女子 100m 自由形 タイム決勝
6. 男子 100m 背泳ぎ タイム決勝 22. 男子 100m 自由形 タイム決勝
7. 女子 200m バタフライ タイム決勝 23. 女子 200m 平泳ぎ タイム決勝
8. 男子 200m バタフライ タイム決勝 24. 男子 200m 平泳ぎ タイム決勝
9. 女子 50m 自由形 タイム決勝 25. 女子 100m バタフライ タイム決勝

10. 男子 50m 自由形 タイム決勝 26. 男子 100m バタフライ タイム決勝
11. 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 27. 女子 200m 個人メドレー タイム決勝
12. 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 28. 男子 200m 個人メドレー タイム決勝
13. 女子 200m 自由形 タイム決勝 29. 女子 400m リレー タイム決勝
14. 男子 200m 自由形 タイム決勝 30. 男子 800m リレー タイム決勝
15. 女子 100m 平泳ぎ タイム決勝
16. 男子 100m 平泳ぎ タイム決勝  

※400m 以上の種目についてのみ、次のとおり出場制限記録を定める。 

     ・男子 400m 自由形   6:00.0   女子 400m 自由形    6:30.0 

     ・男子 1500m 自由形  22:00.0   女子 800m 自由形   13:00.0 

     ・男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  6:30.0   女子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  7:15.0 

 

３．申込規定 

（１） 資格 

（a） 選手は、学校教育法第一条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 

（b） 選手は、兵庫県高等学校体育連盟に加盟している阪神地区の学校に在学する生徒で、 

平成 29 年（2017 年）度の（財）日本水泳連盟競技者登録を完了した者に限る。 

（c） 年齢は平成 10 年 4 月 2日以降に生まれた者とする。 

ただし、出場は同一競技 3回までとし、同一学年での出場 1回限りとする。 

（d） チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

（e） 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

（f） 第 1学年を除き、在学 1年未満の者は、参加を認めない。なお､第 1学年でも学年の途中で 

編入した者は認めない。（外国人留学生もこれに準ずる。） 

ただし、一家転住等やむを得ない場合は、兵庫県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限

りでない。 

（g） 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。 

（h） 出場制限記録に達しない選手の出場は認めない。 

 



（２） 参加制限 

1 校 1 種目 3名以内、1名 2種目以内（ただし、リレーを除く）とする。 

申込〆切後の出場者・出場種目の変更はできない。 

 

（３） 参加申込 

申し込み方法 以下の手続きにより締切迄に下記申込先まで提出のこと。 

     エントリー方法 ・・・ Ｗｅｂエントリー のみ 

      ① Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳによりエントリーデータの作成。 

      ② 学校長認知書・及び申込票を郵送にて送付。必ず、申込金の振込領収書の控を貼付して  

         下さい 

      ③ エントリー〆切日  平成 29 年 5月 25 日（木）正午必着 

      ④ 提出先  〒661-0014 尼崎市上ノ島町 1-38-1  尼崎市立尼崎高校 竹内 清  宛 

                申込金振込先  尼崎信用金庫 浜甲子園支店(店番 076) (普通総合)4062229    
                口座名 ）トクナガ クニアキ 

      ⑤ 申込金 

         1 名につき  1,000 円（参加料 1000 円）  

リレー種目だけに参加する選手の場合も必要です。 

プログラムは昨年までと同様に一人一冊配布します。 

         

４．表彰  

団体男女別 8位まで、個人種目 3位まで表彰する。 

１位 8点、以下 8位まで 7～1点（リレーは 2倍）。得点の も多い学校を優勝校とする。得点同数の

場合は次の順序に従って決定する。 

① リレーによる得点の多い学校。 

② 入賞者数の多い学校。但し、リレーは 4と計算する。 

③ 1 位の数、2位の数、以下 8位までこれにならう。 

 

５．その他 

（１） 大会当日、出場校の引率の先生は、必ず学校受付と役員受付をして下さい。受付が済まない学校は出 

  場できません。受付は 8：00 より行います。 

（２） 車で会場へお越しの場合、プール前の駐車場には車を置くことができません。指定された駐車場へ駐 

  車下さい。なお、応援の保護者等にも、各校を通じて必ず周知徹底下さい。 

    違反のあった学校へは、大会本部より厳重に注意します。 

（３） 競技役員は各学校で責任をもって務めてください。役員のミーティングは 8：30 より行います。 

（４） 大会参加に際して提供される個人情報は大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用するこ 

  とはありません。 

（５） 当日の入場順抽選は、大会当日開門前(7:45)に現地にて行います。 

（６） 当日の 9:00 より、開会式を行います。各校選手は、スタンドにて起立・整列して下さい 

（７） ゴミは必ず、各校で責任を持って、持ち帰り下さい。 

（８） 撮影許可証の発行には事前申し込みが必要です。必ず申し込みＢ票に必要枚数を記入して下さい。 

  当日の発行はしませんのでご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 



 



平成29年度　第58回　阪神高等学校選手権水泳競技大会

 　　参加種目一覧表　及び　学校長認知書 （Ａ） Ｎｏ 　　

男　子

学

年 50 100 200 400 1500 100 200 100 200 100 200 200 400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 学 校 名

 学 校 長 印

 住　所

　　　　　　　　  記載責任者氏名

 連絡先電話番号

 連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

＊黒ボールペンで記入してください　＊出場種目には○印を記入してください　＊不足の場合はコピーしてください

背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ

800

メドレーリレーリレー

　第58回阪神高校選手権水泳競技大会に

個人メドレー

N0. 氏　　名 フリガナ
自　由　形

　上記の一覧表の通り出場を申し込みます。

平成　　年　　月　　日

400



平成29年度　第58回　阪神高等学校選手権水泳競技大会

 　　参加種目一覧表　及び　学校長認知書 （Ａ） Ｎｏ 　　

女　子

学

年 50 100 200 400 800 100 200 100 200 100 200 200 400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 学 校 名

 学 校 長 印

 住　所

　　　　　　　　  記載責任者氏名

 連絡先電話番号

 連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

＊赤ボールペンで記入してください　＊出場種目には○印を記入してください　＊不足の場合はコピーしてください

背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ

400

メドレーリレーリレー

　第58回阪神高校選手権水泳競技大会に

個人メドレー

N0. 氏　　名 フリガナ
自　由　形

　上記の一覧表の通り出場を申し込みます。

平成　　年　　月　　日

400

 



団 体 名 略称団体名

代表者名 印 団体No

記載責任者名 印 SWMSYS入力者名

 申込内容問合せ先（できれば携帯）

当日引率顧問名

※大会役員が不足しています。できるだけ複数の先生方の引率をご協力下さい。

【WEBｴﾝﾄﾘｰ送信日 】

【参加申込内訳】

参 加 者 参加個人種目 参加リレー種目

男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

円

枚

宛名

１枚目 金額 円

２枚目 金額 円

領収書内訳内容

第58回　阪神高等学校選手権水泳競技大会 申込票 (Ｂ)

住　　所

TEL FAX

　　　　　月　　日　送信しました

振替票控え貼付

申込金合計

撮影許可証必要枚数

 


