
（公認大会） 大会コード 2819708

主　　催 高砂水泳協会

後　　援 高砂市体育協会

期　　日 平成31年8月7日（水）　９：００～

場　　所 高砂市民プール　　（５０ｍ） 「高砂市高砂町松浪町４４０－１」

競技方法 ①　各種目ともタイムレース決勝とする。

②　競技は、エントリータイムの遅いものから順に行い、同所属の者が同組

　　になっても考慮しない。

③　リレー種目は、各参加チーム、２チームまで参加を認める。

④　競技は、日本水泳連盟競技規則に則り実施する。

⑤　個人種目の参加数制限はなし。

⑥　出場制限タイムはありません。

競技種目 自　由　形 ５０・１００・２００・４００

平　泳　ぎ ５０・１００・２００

背　泳　ぎ ５０・１００・２００

バタフライ ５０・１００・２００

個人メドレー ２００

メドレーリレー ２００

フリーリレー ２００

４００ （女子のみ）

８００ （男子のみ）

競技順序

１． 女子 200 メドレーリレー １８． 男子 50 平泳ぎ

２． 男子 200 メドレーリレー １９． 女子 50 背泳ぎ

３． 女子 50 自由形 ２０． 男子 50 背泳ぎ

４． 男子 50 自由形 ２１． 女子 50 バタフライ

５． 女子 400 自由形 ２２． 男子 50 バタフライ

６． 男子 400 自由形 ２３． 女子 200 自由形

７． 女子 200 平泳ぎ ２４． 男子 200 自由形

８． 男子 200 平泳ぎ ２５． 女子 100 平泳ぎ

９． 女子 200 背泳ぎ ２６． 男子 100 平泳ぎ

１０． 男子 200 背泳ぎ ２７． 女子 100 背泳ぎ

１１． 女子 200 バタフライ ２８． 男子 100 背泳ぎ

１２． 男子 200 バタフライ ２９． 女子 100 バタフライ

１３． 女子 100 自由形 ３０． 男子 100 バタフライ

１４． 男子 100 自由形 ３１． 女子 200 個人メドレー

１５． 女子 200 フリーリレー ３２． 男子 200 個人メドレー

１６． 男子 200 フリーリレー ３３． 女子 400 フリーリレー

１７． 女子 50 平泳ぎ ３４． 男子 800 フリーリレー
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申込規定

（１） 資　　格 平成31年度日本水泳連盟競技者登録完了者に限る。

登録申請中は認めない。

（２） 申込方法

１．Webエントリーに限る。

　　Ｗeb -　ＳＷＭＳＹＳ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。

【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いたします。】

２．大会申込一覧表　　（送付）

３．申込金 個人種目　１種目 ７００円

団体種目　１種目 ７００円

プログラム　１部　予約 ５００円 （当日　７００円）

速報予約代金 用紙 ２０００円 （当日３０００円）

４．通信費（返信用） １００円

（３） 申込しめ切り　　　平成31年7月17日（水）

※大会申込締切日を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。また、一旦入金

された申込金は、いかなる場合も返却は行ないません。

（４） 申込先 〒６７６－０００１　　高砂市中島3丁目3-34

高砂水泳協会　　中西　進宅　迄

℡ 090-5976-2336

メール nakanishi@kobe-dmc.co.jp

（５） 表　彰 各種目３位まで表彰。

１００ｍ種目各優勝者には、選手権賞を授与する。

（６） その他

協力競技役員について

　　競技役員の協力は、大会参加クラブ1名以上をお願いします。

　　　　　申込金は、上記申込先まで、現金書留で郵送して下さい。



印 団体No

〒

TEL FAX

印

SWMSYS入力者名

申込内容問い合わせ先 （携帯可）

男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 プロ 速報

個人種目　 ７００円 × 種目＝ 円

リレー種目 ７００円 × 種目＝ 円

プログラム ５００円 × 部＝ 円

速　報 ２,０００円 × 部＝ 円

通信費 １００円 × 部＝ １００ 円

申込金合計 円

宛名

1枚目 金額

2枚目 金額

3枚目 金額

4枚目 金額

領収書内訳内容

協力競技役員 1名以上、協力を
お 願 い し ま す 。

参 加 申 込 内 訳

参加者 参加個人種目 参加リレー種目 予約

第 34 回　高砂選手権水泳競技大会　申込一覧表・協力競技役員申請書

団 体 名 略式団体名

代 表 者 名

住 所

記 載 責 任 者 名


