
第１３回 淡路島交流水泳競技大会タイムトライアル要項 
《旧三都市 友好記念》【大会コード：28    】 

                         ＜大会コードは水泳連盟競技会要項参照＞ 

１．主  催  淡路水泳協会 

 

２．主  管   淡路水泳協会  

 

３．後  援  南あわじ市 南あわじ市教育委員会 明石市水泳協会 赤穂市水泳協会 

 

４．公  認  兵庫県水泳連盟 

 

５．期  日  平成３０年 ６月１０日（日）午前 ９時３０分 開会式 

午前１０時００分 競技開始 （開場 午前8時00分） 

※観客．保護者の入場は競技者入場後とします。 

 

６．会  場  南あわじ市温水プール（サンプール） ２５ｍ×８コース（公認） 

                兵庫県南あわじ市八木天野寺内1612 ℡0799-42-4994 

 

７．競技方法 （ａ）2018 年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則による。 
       （ｂ）全種目を決勝タイムレースとする。 
       （ｃ）表彰区分は下記年齢グループとするが、競技は年齢グループ混合で行う。 
        ※リレーについては小学チーム、中学チーム、高校・一般チームとする。 
         

８．競技種目  年齢については、大会当日の満年齢とする 

    グ ﾙ ｰ プ    

種 目 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ  ﾘﾚｰｺｰﾄﾞ 

8才以下 9～10才 11～12才 13～14才 15才以上  男子 

自 由 形     50 50･100 50･100 50･100･400 50･100･400  小学 10 

背 泳 ぎ     50 50 50･100 50･100 50･100  中学 11 

平 泳 ぎ     50 50 50･100 50･100 50･100  高校一般 12 

バタフライ      50 50 50･100 50･100 50･100  女子 

個 人 ﾒ ド ﾚ ｰ     100 200 200 200 200  小学 15 

ﾒドﾚｰﾘﾚｰ     200  中学 16 

ﾌ ﾘ ｰ ﾘ ﾚ ｰ     200  高校一般 17 

               

 

９．表  彰  ◎各種目 優勝者にメダルを授与する。         

◎各種目 上位３名に賞状を授与する。 

◎チャレンジ種目は、表彰を行わない。 

 

10．記  録   チャレンジミート（公式大会の種目）の記録公認、但し本大会正式種目の結果に反映

させない。また、申込者が少数の場合、距離、種目が同一であれば性別が違っていて

も一緒に競技を行うことがある。 

        ※チャレンジ種目は、ジュニアオリンピックの標準記録突破を目的とした選手に限る。 

 

11．申込規定  ◎参加資格 

         １．児童･生徒は、健康に異常がなく参加できることを保護者または学校長が認め

た者に限る。 

         ２．淡路島三市．明石市．赤穂市に申込時に在住・在学・在勤している競技者。 

         ３．大阪湾ベイエリアに在住し過去渦潮大会・淡路島交流大会に参加したチームの

競技者。 

 ４．２０１８年度日本水泳連盟選手登録完了者に限る。（未登録者は参加資格があ



りません） 

  

◎参加制限 

 (a)参加種目  １人３種目（リレー･メドレーリレー・チャレンジは除く） 

(b)申 込 金 （イ）エントリー代 個人・リレー・とも１種目800円  

（ロ）チャレンジ 種目エントリーは１種目200円 

（ハ）プログラムは出場選手に1部お渡しします。 

（ニ）大会当日申し受けます。 

(c)問合せ先  〒656-2224 兵庫県淡路市大谷146-8  

                淡路水泳協会事務局 竹中 司朗 宛 

         (TEL 0799-64-1952) 

               E-mail：takenaka723@gaia.eonet.ne.jp 

               ※件名「淡路島交流」 

(d)締 切 日    ５月２５日(金)必着 

(e)競技役員  出場申込表の通りお願いします。 

 

 

■申込方法     

（財）日本水泳連盟Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーデータを作成する。 

 ※詳細は兵庫県水泳連盟公式ＨＰを参照。 

 ※チャレンジはチャンピオンシップコードで入力する。 

■提出物 

 大会申込一覧表【淡路島交流水泳競技大会申込一覧・協力役員申請書】をＦＡＸで事前に送信し、

所属長押印の上、大会当日受付に提出する。 

エントリーデータ送信、提出の必要はありません。 

 ただし、データ不備については変更や申込金の変更はできません。 

 ＦＡＸ 0799-45-0182 （広田中学校水泳部顧問 関口 浩之） 

 

12.その他 （ａ）競技場において、選手及び関係者が負傷したり疾病にかかった場合、主催側は応急

の処置はとるが、重症等で救急の出動を要請したり、医療機関に処置を依頼した場

合も必要経費その他いっさいの責任を負わない。 

      （ｂ）本大会の結果として、個人の氏名等が新聞、WEBページに掲載されることについて本

人および保護者が同意することを各所属で事前に確認して申し込んでください。 

           （ｃ）大会役員について 

            大会役員の協力は、大会参加必須条件です。ご協力お願いします。 

         参加チームは、最低１名の競技役員の協力を義務とします。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競技順序及び競技開始予定

開会式<9:30> 

競技№ 性別 距離 種目 組 クラス 時間

1 女子 100 個人メドレー A 10:00 100 800 自由形 無差別

2 男子 100 個人メドレー A 101 1500 自由形 無差別

3 女子 200 個人メドレー B・C・D・E 102 100 背泳ぎ 無差別

4 男子 200 個人メドレー B・C・D・E 103 100 バタフライ 無差別

5 女子 400 自由形 D・E 104 100 平泳ぎ 無差別

6 男子 400 自由形 D・E 105 100 自由形 無差別

7 女子 50 背泳ぎ A・B・C・D・E 106 400 リレー 無差別

8 男子 50 背泳ぎ A・B・C・D・E 107 400 個人メドレー 無差別

9 女子 200 メドレーリレー 小学生 108 200 背泳ぎ 無差別

10 男子 200 メドレーリレー 小学生 109 200 バタフライ 無差別

11 女子 200 メドレーリレー 中学・高校・一般 110 200 平泳ぎ 無差別

12 男子 200 メドレーリレー 中学・高校・一般 112 200 自由形 無差別

13 女子 50 バタフライ A・B・C・D・E 113 400 メドレーリレー 無差別

14 男子 50 バタフライ A・B・C・D・E

15 女子 50 自由形 A・B・C・D・E ※女子・男子の順に行う

16 男子 50 自由形 A・B・C・D・E

17 女子 50 平泳ぎ A・B・C・D・E 12:45 閉会式 <1５：４０>　 閉会式予定時間

18 男子 50 平泳ぎ A・B・C・D・E

19 女子 100 背泳ぎ C・D・E

20 男子 100 背泳ぎ C・D・E

21 女子 100 バタフライ C・D・E

22 男子 100 バタフライ C・D・E

23 女子 100 自由形 B・C・D・E

24 男子 100 自由形 B・C・D・E

25 女子 100 平泳ぎ C・D・E

26 男子 100 平泳ぎ C・D・E

27 女子 200 リレー 小学生

28 男子 200 リレー 小学生

29 女子 200 リレー 中学・高校・一般

30 男子 200 リレー 中学・高校・一般

チャレンジ種目

昼休み

※　プログラム参照（競技は合併します）



〔淡路島交流水泳競技大会申込一覧表・協力競技役員申請書〕 

 
団 体 名                略称団体名 

代表者名                印     団体№ 
住 所 〒   －     
ＴＥＬ                ＦＡＸ 
記載責任者               印 
入力者名責任者 
申込内容問い合わせ先（携帯可） 
協力競技役員 
１） 種別  ２） 種別  
※競技役員登録種別を記入してください 
（1 名以上。協力下さるチームは何名でも可。競技役員登録種別も記入すること） 
 
【参加者申込内訳】 

 加者数 参加参人種目数 参加リレー種目数 
小学男子    
小学女子    
中学男子    
中学女子    

高校・一般男子    
高校・一般女子    

合  計    
 
個人種目           ８００円×       種目＝        円 
リレー種目          ８００円×       種目＝        円 
チャレンジ種目        ２００円×       種目＝        円 

申込金合計                     円 

 
領収書内訳内容 
宛名 
１枚目                         金額 
２枚目                         金額 
３枚目                         金額 
４枚目                         金額 
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