
２０２０年度 尼崎室内選手権水泳競技大会 
 

主    催 尼崎水泳協会 

日    時 2021 年 3 月 21 日（日） 

場    所 尼崎スポーツの森 (25ｍ室内 10 ﾚｰﾝ) 《尼崎市扇町 14－1》 

１． 競技方法 

（１） 競技は、2020 年度（公財）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） 各種目とも決勝タイムレースとし、予選は行わない。 

（３） 年齢区分は、下記の区分とする。 但し、区分により種目が異なるものがあるので注意すること。 

小学生高学年の部 02 小学生高学年の部 02

高校生･一般の部 04 高校生･一般の部 04

中学生の部 03 中学生の部 03

小学生低学年の部 01 小学生低学年の部 01

男　　子 リレーコード 女　　子 リレーコード

 

     ※小学生低学年の部は４年生までとし、高学年の部は５･６年生とする。 
      リレーについては、小学生の区分とし低学年・高学年の区分に分けないものとする。 

 

２． 競技種目及び出場制限記録 

                                                 
 

距離／

グループ 小学生/低 小学生/高 中学生 高校生･一般 小学生/低 小学生/高 中学生 高校生･一般

50m

100m

200m

400m

 50m

100m

200m

 50m

100m

200m

 50m

100m

200m

個人メドレー 200m

200m

400m

メドレー 200m

リレー 400m 6:00.0 6:15.0

制限記録は設けない 制限記録は設けない

- - - -

3:30.0 3:20.0 3:35.0 3:25.0

5:30.0 5:40.0

制限記録は設けない 制限記録は設けない

- - - -

3:10.0 3:00.0 3:15.0 3:05.0

3:30.0 3:10.0 3:35.0 3:15.0

3:15.0

1:40.0

3:05.0

1:55.0

1:50.0

1:50.0 1:55.0 1:45.0

1:45.0

2:05.0

制限記録は設けない

制限記録は設けない

制限記録は設けない

制限記録は設けない

制限記録は設けない

制限記録は設けない

3:10.0 3:00.0

1:40.0 1:55.0

男    子 女    子

中止 中止

1:50.02:00.0

3:00.0 2:50.0

制限記録は設けない 制限記録は設けない

種目

リレー

自由形

背泳ぎ

平泳ぎ

バタフライ

1:35.01:45.0 1:50.0 1:40.0

3:05.0 2:55.0



３．競技順序 

1. 全クラス女子 200m メドレーリレー タイム決勝 19. 全クラス女子 200m 背泳ぎ タイム決勝
2. 全クラス男子 200m メドレーリレー タイム決勝 20. 全クラス男子 200m 背泳ぎ タイム決勝
3. 中学生以上男子 400m メドレーリレー タイム決勝 21. 全クラス女子 50m バタフライ タイム決勝
4. 中学生以上女子 400m メドレーリレー タイム決勝 22. 全クラス男子 50m バタフライ タイム決勝
5. 全クラス女子 200m 自由形 タイム決勝 23. 全クラス女子 100m 自由形 タイム決勝
6. 全クラス男子 200m 自由形 タイム決勝 24. 全クラス男子 100m 自由形 タイム決勝
7. 全クラス女子 50m 平泳ぎ タイム決勝 25. 全クラス女子 200m 平泳ぎ タイム決勝
8. 全クラス男子 50m 平泳ぎ タイム決勝 26. 全クラス男子 200m 平泳ぎ タイム決勝
9. 全クラス女子 100m 背泳ぎ タイム決勝 27. 全クラス女子 50m 背泳ぎ タイム決勝

10. 全クラス男子 100m 背泳ぎ タイム決勝 28. 全クラス男子 50m 背泳ぎ タイム決勝
11. 全クラス女子 200m バタフライ タイム決勝 29. 全クラス女子 100m バタフライ タイム決勝
12. 全クラス男子 200m バタフライ タイム決勝 30. 全クラス男子 100m バタフライ タイム決勝
13. 全クラス女子 50m 自由形 タイム決勝 31. 全クラス女子 200m 個人メドレー タイム決勝
14. 全クラス男子 50m 自由形 タイム決勝 32. 全クラス男子 200m 個人メドレー タイム決勝
15. 全クラス女子 400m 自由形 中止 33. 全クラス女子 200m リレー タイム決勝
16. 全クラス男子 400m 自由形 中止 34. 全クラス男子 200m リレー タイム決勝
17. 全クラス女子 100m 平泳ぎ タイム決勝 35. 中学生以上男子 400m リレー タイム決勝
18. 全クラス男子 100m 平泳ぎ タイム決勝 36. 中学生以上女子 400m リレー タイム決勝  

 

４．申込規定 

（１）参加資格 

（a）選手は（公財）日本水泳連盟競技者登録２０２０年度完了者であること。 

   ただし、今年度に限りコロナの関係で登録をしていないチームでも参加を認めるが、記録は公

認されないことと、表彰の対象にならないことを了承のうえ申し込むことができる。 

（b）兵庫県水泳連盟に団体登録をしている芦屋・西宮・尼崎・伊丹・川西・宝塚・三田・猪名川町

の学校及びチームに限る。 

（c）項番２．の出場制限記録の突破については、50m プール（長水路）・25m プール（短水路） 

それぞれの記録を認める。 

（d）一般及び中学生、高校生で団体登録・個人登録できない場合は、尼崎水泳クラブに所属し個人

登録料１，８００円（２０２０年度内有効）を支払うことにより出場できる。申込期限は、下記

期日のとおり。（今年度に限り、未公認の場合は必要なし） 

（e）項番（b）以外で例年兵庫県水泳連盟に団体登録しているチームの参加可能となっていますが、

今大会は、（ｂ）のみとさせていただきます。 

（２）参加制限 

個人種目 １名２種目以内（リレーを除く） 

団体種目 1 団体 各クラス各種目 1チーム以内 

（３）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 

     エントリー方法の詳細は、Ｗeb エントリーページの取説を参照ください。 

     （１）Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳによりエントリーデータの作成。 

     （２）大会申込一覧表（別紙様式 1)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）撮影許可申請書については、兵庫県水泳連盟の大会で使用している許可証を使用可能としま

す。許可証が無い場合は、当日受付にて申請してください。 

     （４）エントリー〆切日  ２０２１年２月１９日（金）必着 

     （５）提出先  〒660-0807 尼崎市長洲西通２丁目１１－６  高谷 浩司  宛 

                申込金振込先  尼崎信用金庫（本店） (普)００１－０７１７６７８  
                口座名  尼崎水泳協会（タカタニ ヒロシ） 

     （６）申込金 

        個人種目 1 種目  ７００円   リレー種目 1 種目  １，０００円 

        プログラム予約代金  ５００円  



 

５．表彰 

  1 位～3 位に賞状を授与する。 

   

６． 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。 

      参加クラブは、参加１０人以下１名・２０名以下２名・２１人以上３名の協力をお願いいたします。 

（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。 

（４）希望者には、記録証を発行。 

（５）２次要項については、次のアドレスに掲載します。 

   http://hyogoswim.html.xdomain.jp/amagasaki/Page.htm 

 

 

※ 兵庫県水泳連盟発行の、「水泳競技会の再開に向けた新型コロナウイルス感染防止対策」を確認して

ください。 

また、大会当日の提出書類として「健康チェック表」を提出してください。 

 

 

主な変更点 

1. ４００ｍ自由形は、コロナ対策として競技会を早く終了させるため、今年度は中止とする。 

2. 参加人数により、レーン数を設定します。 

3. 大会当日は、2 次要項に掲載する「健康チェック表」を提出してください。 

4. （公財）日本水泳連盟競技者登録に未登録で本競技会に出場可能な団体は、芦屋・西宮・尼崎・

伊丹・川西・宝塚・三田・猪名川町の中学校・高等学校からのエントリーに限ります。 

参加を希望される学校は、以下のアドレスにメールで連絡の上 Web-SWMSYS の未登録大会からエ

ントリーをお願いします。 

E-Mail：kyogi1@hyogo-sf.jp 

なお、エントリー集計後、競技会全体の参加人数により参加を辞退していただく可能性がある

ことは同意の上エントリーをお願いいたします。 

本対応は、学校の未登録選手の救済とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式1  

　競技会名

〔               〕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No　　　　　　　　　

記載責任者名 印 SWMSYS入力者名

　　申込内容問合せ先（携帯可）

協力競技役員

【 エントリー方法 】

　　

【参加申込内訳】

参 加 者 参加個人種目 参加リレー種目 予  約

男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

個人種目 　　円× 種目＝ 円

リレー種目 　円× 種目＝ 円

プログラム 円× 　部＝ 円

円

宛名

１枚目 金額 円

２枚目 金額 円

３枚目 金額

４枚目 金額

TEL FAX

領収書内訳内容

住　　所

振替票控え貼付

申込金合計

webｴﾝﾄﾘｰ      ・・・・・送信日　　　　月　　　日

プロ

 
 

 

 

 

 


