
参加者各位 平成31年4月13日

相模原市水泳協会

理事長　　　樋川　芳雄
　

期 日 ： 平成３１年４月１４日（日）

会 場 ：

駐 車 場 開 場 ： 午前６時３０分　　　（第４駐車場・競技役員のみ）

開 場 ：

ウォーミングアップ ：

主 任 会 議 ： 午前８時１０分

競技役員打合せ 午前８時３０分

開 会 式 ： 午前８時５０分

閉 会 式 ： 午後６時３５分　　終了後に記念撮影

競 技 開 始 ： 午前９時３０分

終 了 予 定 午後６時３０分

そ の 他 ：

：

:

：

※サブプール８時３０分まで利用できます。

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
て実施致しますが、水着の規制はしません。

前日準備は行いません。整列順に入場します。

※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。

リレー競技は、全ての競技終了後に当日受付で行います。

駐車場は、ありません。公共交通機関をご利用ください。プール周
辺での乗り降りも一切出来ません。

第９回チャリティースイム　イン　さがみはら

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

午前７時００分～８時４０分

午前７時００分

（２５ｍ　×　８コース　×　２面　自動審判計時装置・電光表示装置）



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   25m 自由形 タイム決勝 全年齢 19 00:40 0:06 9:30

2 混合   50m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢 93 01:05 0:50 9:36

3 混合  100m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢 30 01:35 0:23 10:27

4 混合   25m バタフライ タイム決勝 全年齢 8 00:34 0:02 10:51

5 混合  100m 個人メドレー タイム決勝 全年齢 26 02:08 0:27 10:53

6 混合   25m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢 7 00:50 0:03 11:21

7 混合  100m 自由形 タイム決勝 全年齢 90 01:44 1:18 11:24

8 混合   50m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢 61 01:20 0:41 12:42

9 混合  100m バタフライ タイム決勝 全年齢 27 01:44 0:24 13:24

10 混合  200m 個人メドレー タイム決勝 全年齢 53 03:32 1:35 13:48

11 女子   50m 自由形 タイム決勝 全年齢 56 01:00 0:28 15:23

12 男子   50m 自由形 タイム決勝 全年齢 85 00:57 0:40 15:51

13 混合  100m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢 34 02:15 0:38 16:32

14 混合   25m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢 4 01:05 0:02 17:10

15 混合   50m バタフライ タイム決勝 全年齢 72 01:05 0:39 17:12

17:51

奇数組をA面、偶数組を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。

競技進行予定

競技終了

　競技は、予定時刻より早めて進める可能性があります。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。

リレー競技は、全ての種目が終了後に行います。



大　 会 　名

期　　　日

会　　　場

選　 手　 名

引率責任者

撮影者氏名

撮影者住所

撮影者携帯電話番号

・撮影時は、必ず写真撮影許可証を身につけてください。

・撮影終了後は、受付にお戻し下さい。１,０００円をお返しします。

所属名 ㊞

代表者名 ㊞

Ⅶ

大会における撮影を許可していただきたく、申請いたします。

撮影許可申請書

第９回チャリティースイム イン さがみはら

２０１９年　４月　１４日　日曜日

相模原市総合水泳場

相模原市水泳協会会長殿

※Ａ４サイズで印刷してください。

・この許可申請書を全て記入・捺印して、預かり金１,０００円札
を添えて受付に提出し撮影許可証を借りて下さい。尚、グ
リーンプールでの両替は如何なる理由でもお断りします。

・所属及び引率責任者の印のないものは受付ません。



                                        平成３１年４月１３日 

会員各位                                       相模原市水泳協会 

    会長 木下 泰雄 
公印省略 

 

「第９回チヤリティ－スイム・イン・さがみはら」の競技役員委嘱について 

 

 

拝啓 

被災地を勇気付け、復旧・復興支援という趣旨で、「チャリティ－スイム・イン・さがみはら」を開催し

第９回目を迎えました。 

被災地の復旧・復興はなかなか進みません。仮設住宅で生活を余儀なくされている方々や地場産業で細々

と生計を立てている方々に復旧・復興支援継続の視点から、標記の記録会を開催しています。 

つきましては、貴台を競技役員にご委嘱いたしたく、ご多用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９回チャリティ－スイム・イン・さがみはら 

       ２．期  日： 平成３１年４月１４日（日） 

       ３．会  場： 相模原市立総合水泳場（さがみはらグリ－ンプ－ル） 

               相模原市中央区横山５－１１（TEL０４２－７５８－３１５１） 

       ４．時  間： 駐車場開場     午前６：３０ 

               プ－ル開場     午前７：００   アップ開始 

               競技役員集合    午前８：００   公開スタ－ト練習 

               主任会議      午前８：１０ 

               全体会議      午前８：３０ 

               開会式       午前８：５０ 

               競技開始      午前９：３０ 

            競技終了予定    午後６：１５ 

            閉会式       午後６：２０ 

 

        ５．その他 

           ①規定のユニホ－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（白

またはゴム色）のご用意をお願いいたします。 

           ②駐車場は、第４駐車場を無料にてご利用出来ますが、スペ－ス上駐車出来ない場合

がありますのでご承知おき下さい。尚、利用は開場時間から先着順になります。ま

た、利用した場合は、同封した駐車許可証を必ず車のフロント等見える所に置いて

ください。競技終了まで車は出せませんので、併せてご承知願います。 

           ③「スタ－タ－・PC・機械操作・受付等」の役職担当は準備の都合上、７時４０分ま

でにご集合下さい。ご協力宜しくお願いいたします。 

           ④各パ－トの主任は、主任会議にご参加願います。 

 

           ＊大会当日、都合がつかず欠席される場合は下記へ連絡下さい。 

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

                           携帯ＴＥＬ  ０８０－１３２３－３７３９ 

 



　　　　　◇大　会　役　員◇

□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 野村　謙一 三塚　康雄 堀川　博美
□大会運営委員 樋川　芳雄 添畑　大海 川上　　治 田村　　靖 緑川　真治 大山　裕之

櫻井　友美 大山　裕之 長嶋由美子
□競技実行委員長 樋川　芳雄
□競技実行委員 川上　　治 添畑　大海 大山　裕之 彌永　雄一 清水　　正 永園　幸司

富岡　貴大 岡部　晃達 熊谷　侃人 畑野　翔太 櫻井　友美 長嶋由美子

□競技進行 添畑　大海
　

□審判長 大山　裕之

□副審判長 多田　直康 彌永　雄一 吉川　智己 須藤　保雄

□出発合図員 （主） 政木佐和子 正治　黎哉 （主） 細田　秀明 石本　敦士

□泳法審判員 （主） 秋山　善孝 一木　成行 （主） 長嶋由美子 立貞　栄司

□折返監察員 （主） 新堀久美子 川野　常代 七井美奈子 （主） 古座野園美 植田　照子 大貫　哲弥
田坂　　智 岩渕　千文 小林　雅代 青木　数恵 波多野房子 北島　明代
畑中　ヒロミ 礒邉　英冶 栗原　孝行 小澤　彩永 椎名　絋平 稲村　　愛
鶴岡　英治 石井　伸江 稲田　広希 前田　雅哉 鈴木　美葉 堀野　早紀
森下　卓哉 加藤　立晟 田原口　凌 佐藤　浩輝 大澤　真史 丸田　絵莉
浦野　桃子 川井愛弥那 関根　　誠 嶋村有貴子 秋山　　将

□計　時　員 （主） 上水流　聡 天谷　直人 （主） 神田　莉央 内藤　大智
1 伊藤　大智 鈴木　　奨 1 中山　裕介 飛彈　施暢
2 関口　　舞 杉山　桜大 2 伊賀田沙穂 鈴木　栄美
3 新井　　聖 塩田　雅世 3 細川　和也 佐々木悦子
4 戎　　亮介 高橋　茉愛 4 石垣　瑛玲 横山　広汰
5 大武　正幸 小松　直子 5 友定　義晴 鈴木　　敦
6 広瀬　洋介 勝田　采果 6 八尋　　大 市川　凜華
7 大槻　　萌 阿部　竜太 7 菅野　翔太 宮本　翔平
8 丹羽　明美 永尾　優季 8 津田　　喬 前平　康平

□機械操作員 （主） 川上　　治 角田　篤俊 （主） 清水　　正 森山　剛史
酒井　　篤 関川　英治 高橋　良明 栗本　一幸

□通　告　員 （主） 林　　夏音 門澤みなみ 山田　麻結

□招　集　員 （主） 永園　幸司 熊谷　侃人 畑野　翔太 西村　優人 白井　敦也 前川　　創
田口　　廉 五月女裕太 平野　　嶺 大房　功樹 山田　源太 高崎　彩愛

　
□Ｐ Ｃ 担 当 （主） 元橋　保夫 伊藤　慎平 大貫　海舟 加塩　柚樹 久保　力也 鍛代　公則

□記  録  員 （主） 伊藤　美織 井田　早紀 加塩　桃乃 扇谷　花菜

□記録証 （主） 石崎　惇也 小形　裕子 中村　知世 中野日香里

□場内司令 （主） 樋川　芳雄 三村　誠一 大山　伸浩 中村　太一 三好　智弘 佐藤　　純

□階段係 末吉　耕大 湯朝　太郎

□更衣室 河野　裕幸 田上　浩司 石渡　哲弥 川口　　薫 横溝真由美 三宅　浩子

□アップ監視員 冨永　麻華 繩井　惇己 鶴田　　彗 寒河江奈央 佐々木和樹 小島みどり

□競技役員係 （主） 江副　滋子 櫻井　友美 永村　弘子

□受     付 （主） 望月　正文 持田　悦子 永井　君代

[　Ｂ　面　]

◇競　技　役　員◇　

[共　通　役　員]

[　Ａ　面　]


