
参加者各位 平成31年3月18日

相模原市水泳協会

理事長　　　樋川　芳雄
　

期 日 ： 平成３１年３月２４日（日）

会 場 ：

駐 車 場 開 場 ： ６時３０分　　　（第４駐車場・競技役員のみ）

選 手 入 場 ：

ウォーミングアップ ：

競 技 役 員 集 合 ： 8時00分

主 任 会 議 ： 8時10分

競技役員打合せ ： 8時30分

開 始 式 ： 8時55分

競 技 開 始 ： 9時00分

終 了 予 定 18時15分

そ の 他 ：

：

：

：

※注意事項を良くお読み下さい。

※アップはメインプール・ダイビングプール・が使用できます。

第１０回相模原市春季記録会

標記の件、参加チーム８０、参加選手１４３０名となりました。

つきましては、本記録会を円滑に運営する為、皆様のご協力をお願いします。

相模原市立総合水泳場

（２５ｍ　×　８コース　×　２面　自動審判計時装置・電光表示装置）

７時００分　（コーチ・マネージャーは６時４５分に入場します。）

７時０５分～８時４０分

※サブプール８時３０分まで利用できます。

※７時３０よりスタート練習

召集に遅れないようにしてください。

　本大会は２０１９年度財団法人日本水泳連盟競泳競技規則に則って実施致します。

　前日準備は行いません。６時４５分より抽選にて場所取りを行います。遅れずにお集まり
下さい。場内指令の方は、６時２０分に１階職員入口にお集まり下さい。駐車場係は、６時１
５分よりお願いします。

駐車場の利用方法を別紙でご確認ください。



参加チーム各位 平成31年3月18日

相模原市水泳協会

理事長　　　樋川　芳雄
　

　・観客席は飲食禁止です。

第１０回相模原市春季記録会

２．場内について

３．観客席について

　・リレーオーダーは、メドレーリレーは１０：００　フリーリレーは１５：００までに提出してください。

　保護者のルール・マナーの悪さが目立ちます。今後改善が見られないチームは出場をお断りせざる得なく
なります。公共のプールを借りて競技会を運営していることをご理解していただき、ルールの徹底とマナーの
向上をお願い致します。

　・観客席の前３列は保護者席とします。

　・館内のコンセントは使用禁止です。携帯電話・ビデオカメラなどの充電をしないで下さい。

　・盗難を防ぐために貴重品は責任者が責任を持って管理してください。

４．更衣について

　・女子専用荷持つ置き場を設置いたします。女子選手は必ず利用してください。

　・人のいない席に荷物等を置いての場所取りは禁止です。多くの方が着席できるようにご協力下さい。

　※撮影者優先席を設けます。撮影対象選手の３レース前から着席できます。撮影後ご退席ください。

１．競技について

　・タイム決勝方式で行います。棄権の場合は競技の６０分前までに棄権届けを提出してください。

　・一般開放をしておりますので、大会参加者の立ち入れない場所がございます。立ち入り禁止区域には絶
対入らないようにお願いします。

　・更衣室は大会参加者利用エリア内で、更衣のみ使用できます。ロッカーの使用は出来ません。荷物が置
いてある場合は、撤去いたします。

　・ゴミは各自持ち帰るようにお願い致します。

　・公共施設ですので大切に使用してください。

５．女子選手について

　・プールサイドは競技役員のみ上履きを認めます。選手・コーチは素足でお願い致します。プールに下りる
階段までは必ず履物を履いてください。



８．撮影について

９．駐車場について

　・個人参加の方は、当日受付します。

　・会場周辺の商業施設の駐車場の利用は絶対にしないでください。

　・プールサイド・ダイビング塔の裏・更衣室出た場所は、クラブを指定します。

　・所属及び引率責任者の印のないものは受付ません。指定の用紙でA４サイズの物を使用してください。

　以上の点を必ず守って頂きますようにお願い致します。ルールの徹底とマナーの向上が見られない場合、
今年度開催する、相模原市水泳協会主催の競技会へのチーム参加を停止します。初めてグリーンプールの
大会に参加される選手も居ると思いますので、いつもどおりではなく、全ての参加者に伝えていただくようにお
願い致します。

　・車椅子用の観覧席は場所取り禁止です。

　・非常口の前は場所取りは出来ません。

７．控え場所について

６．ウォーミングアップについて

　・各チームアップは安全に十分配慮して行ってください。

　・床へ粘着テープ等は貼らないで下さい。

　・朝のアップはA面２．０ｍ　B面１．４ｍ　ダイビングプール１．２ｍにします。A面を１5歳以上、B面を１１～１４
歳、ダイビングプールを10歳以下を基本とします。スタート練習はA・B面を利用してください。

　・通路の控え場所は壁から１ｍは空けて、通路の確保をお願い致します。

　・競技中はダイビングプールのみアップが出来ます。

　・アッププールはアップの為に使用できます。遊んだりする事の無いようにして下さい。

　・会場周辺において、選手の車の乗り降りは絶対に行わないようにして下さい。近隣の方からのクレームで
警察に通報が入ります。

　※公園で遊ぶ、サブプールを利用する、トレーニング室を利用するなど言われる方がいますが、大会関係
者（応援も含みます）の駐車場はございません。発見された場合は出場を停止、失格になる場合があります。

　・ウォーミングアップは開場時間より８時４５分まで、サブプールは８時３０分まで行えます。

　・駐車場は競技役員のみ使用できます。保護者の方、応援の方の駐車場はございませんの公共交通機関
をご利用下さい。横山公園の駐車場も使用できません。

　・撮影許可申請書を受付に提出してください。撮影中は必ずゼッケンを着用してください。

　・ジュニア委員会の撮影許可方法では撮影できません。



No 性別 種目 競技 クラス 組数 1組所要時間 所要時間 予定時刻

1 混合  200m 個人メドレー タイム決勝 全年齢 45 02:30 0:57 9:00

2 混合  400m 自由形 タイム決勝 全年齢 10 05:30 0:27 9:57

3 女子   50m 自由形 タイム決勝 全年齢 45 01:00 0:23 10:25

4 男子   50m 自由形 タイム決勝 全年齢 63 00:55 0:29 10:48

5 混合  200m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢 7 03:20 0:13 11:17

6 混合   50m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢 42 01:18 0:27 11:30

7 混合   50m バタフライ タイム決勝 全年齢 55 01:02 0:28 11:57

8 混合  800m 自由形 タイム決勝 全年齢 3 10:40 0:21 12:26

0:42 12:48

9 混合  200m メドレーリレー タイム決勝 全年齢 5 03:30 0:10 13:30

10 混合  400m メドレーリレー タイム決勝 全年齢 4 06:00 0:12 13:40

11 混合  400m 個人メドレー タイム決勝 全年齢 3 06:00 0:12 13:52

12 混合   50m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢 55 01:07 0:31 14:04

13 混合  100m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢 17 01:55 0:17 14:36

14 混合 1500m 自由形 タイム決勝 全年齢 4 19:30 0:39 14:53

15 混合  100m バタフライ タイム決勝 全年齢 14 01:40 0:11 15:32

16 混合  100m 自由形 タイム決勝 全年齢 55 01:40 0:46 15:43

17 混合  100m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢 23 02:07 0:25 16:30

18 混合  200m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢 5 03:28 0:10 16:55

19 混合  200m バタフライ タイム決勝 全年齢 4 03:10 0:06 17:06

20 混合  200m 自由形 タイム決勝 全年齢 21 02:40 0:29 17:12

0:03 17:42

21 混合  200m リレー タイム決勝 全年齢 6 03:20 0:10 17:45

22 混合  400m リレー タイム決勝 全年齢 6 05:40 0:17 17:55

18:12

　ページの左側をA面、右側をB面で行う予定ですが、進行状況で変更になる場合がありま
す。
※リレー種目は、奇数組をA面　偶数組をB面で行います、

競技進行予定

競技終了

　競技は、予定時刻どおり進める予定ですが、競技の進行状況を確認しながら、召集に遅
れないようにしてください。

休憩時間

休憩時間



 

                                   平成３１年３月１８日 

各 位                                  相模原市水泳協会 

会長 木下 泰雄 
公印省略 

 

 

競技役員委嘱について（ご依頼） 

 

拝啓 

時下、貴殿におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当協会行事にご協力を賜り深く感謝いたしております。 

さてこの度、下記の通り「第１０回相模原市春季短水路記録会」開催にあたり、貴殿を競技役員に

ご委嘱致したく、ご多忙中のところ誠に恐縮ではございますがご出席賜りますようお願い申し上げま

す。 

敬 具 

記 

１．名  称：   第１０回相模原市春季短水路記録会         

兼ねんりんピック和歌山大会選手選考大会 

２．期  日：  平成３１年３月２４日(日) 

３．会  場：  相模原市総合水泳場（さがみはらグリーンプール） 

                 相模原市横山５-１１ ℡０４２-７５８-３１５１ 

４．時  間：   駐車場開場      午前 6：３０ 

      選手入場       午前７：００ 

     競技役員集合      午前８：００ 

主任会議        午前８：１０ 

全体会議        午前８：３０ 

            アップ         午前７：０５ ～ ８：４０ 

            スタート練習      午前７：３０ 

開始式         午前８：５５ 

競技開始        午前９：００ 

競技終了予定      午後６：１５ 

 

５.その他 

①規定のユニホームを着用し競技役員手帳をご持参願います、また上履き専用靴（床

面白色またはゴム色）のご用意をお願いします。 

②駐車場は第４駐車場を無料にてご利用できますが、スペース上駐車できない場合が

ありますのでご承知おき願います。尚利用は開場時間から先着順になりますので併

せてご承知願います。左折入庫の協力と駐車許可証の表示をお願いいたします。 

③「スタ－タ－・ＰＣ・機械操作・受付など」の役職担当は役員集合時間以前より、

準備がございますのでご協力の程宜しくお願いします。 

④各パートの主任は主任会議に参加願います。 

⑤競技役員不足により役員編成上、当日変更されることもあります。了承して下さい。 

⑥市内在住・６０歳以上の選手は上記ねんりんピック和歌山大会の選考対象となります。 

 

 

＊大会当日、都合がつかず欠席する場合は、下記へ連絡してください。 

               競技実行委員長 樋川 芳雄  自宅 TEL・FAX 042-733-6771 

                              携帯ＴＥＬ  080-1323-3739 
 

 



□大会名誉会長 横田　研一

□大会会長 木下　泰雄

□大会副会長 川上　治

□大会顧問 籾山　昭二 杉崎　桂子

□競技実行委員長 樋川　芳雄

□競技実行委員 川上　治 櫻井　友美 大山　裕之 添畑　大海 彌永　雄一 清水　正

畑野　翔太 永園　幸司 江副　滋子 長嶋由美子 熊谷　侃人 富岡　貴大

□競技進行 添畑　大海

□審判長 大山　裕之

□副審判長 川上　　治 多田　直康 中　　邦夫 須藤　保雄 彌永　雄一

□出発合図員 （主） 細田　秀明 星野　　茂 （主） 政木佐和子 吉川　智己

□泳法審判員 （主） 長嶋由美子 望月　正文 （主） 新堀久美子 植田　照子

星野　淑子 高橋　良明 新井　昭 大宮美智枝

□折返監察員 （主） 片山　恵子 川野　常代 青木　数恵 （主） 古座野園美 合谷　好美 田坂　智

安宅　仁実 七井美奈子 吉田　範子 大貫　哲弥 波多野房子 南波　文子

新田　諭 種村　純 宍戸美奈子 池田　圭子 大八木ひろみ 栗原　孝行
須佐　珠音 吉岡　知美 十河　直樹 石崎　雅人 森川　優希 平山賢志郎

三枝　秀彰 大澤　真史 山田　源太 丸田　絵莉 森田　泰聖 増田　椋介

只野　　克 岡本　未鈴 畑中ヒロミ 市原　幹也 黒澤　　聡 井村　智美

□計　時　員 （主） 川口　　薫 高崎　　葵 （主） 横溝真由美 北川　由惟

1 今村　隆浩 高橋　竜弥 1 井上　利晴 曽根　理央

2 藤田　裕介 平川　優希 2 小滝　　学 樋口雄一郎

3 門間　功基 鈴木　　翼 3 末次　史佳 橋本美由紀

4 板越　秀介 田邊　聡一 4 大槻萌々子 嶋津　　樹

5 上水流　聡 登内　勇輔 5 竹内　瑠奈 鈴木　　奨

6 髙橋　亮輔 有山　　誠 6 福原　寿一 吉岡　　葵

7 岸本　朋佳 川﨑　翔太 7 内藤　大智 山下　　翼

8 松村　祐次 信岡　遥菜 8 岡嶋　倖平 福沢　和広

□機械操作員 （主） 大塚　英夫 大貫　海舟 （主） 清水　正 久保　力也
遠藤　　基 白田　隆宏 木原　貴史 五十嵐和敬

□通　告　員 （主） 上原ゆかり 井田　菜摘 門澤みなみ 松沢　藍夏

□招　集　員 （主） 永園　幸司 熊谷　侃人 畑野　翔太 石井　祐太 石黒　宏昭 宮城　　岳

□Ｐ Ｃ 担 当 （主） 元橋　保夫 佐藤　裕介 長濱　竜司

岡部　晃達 伊藤　慎平 山中　元気

□記  録  員 （主） 伊藤　美織 高橋　愛美

□記録証 （主） 石崎　惇也 福島　友介 小野　響子 小形　祐子

□場内司令 （主） 樋川　芳雄 三村　誠一 中村　太一 伊賀上朋子

□更衣室 （主） 河野　裕幸 石崎　知則 古川　　翔 小松　直子 立部梨葉子 宮川　洋海

□階段係 （主） 松本　聖司 細川　和也 若松　一貴 宮原　啓輔

□駐車場 （主） 熊谷　侃人 畑野　翔太 永園　幸司 大山　伸浩

□アップ監視員 （主） 秋山　　将 谷口　友隆 草地　　哲 本吉　正彦

□競技役員係 （主） 江副　滋子 西山　智美

□受     付 （主） 永井　君代 桜庭　初代 及川富士子

◇大　会　役　員◇

[　Ｂ　面　]

◇競　技　役　員◇　

[　Ａ　面　]

[共　通　役　員]


