
第６回サマーチャレンジ記録会 

兼 第 29 回神奈川県学童学年別水泳競技大会中部地域代表選考会 

未公認大会 

 

◇趣 旨     水泳を愛する市民と夏季水泳シーズンを迎え、個人の泳力の状況を把握し、更なる競技力の

向上を図る。 

 

◇主催     相模原市水泳協会 

 

◇主管     相模原市水泳協会 

 

◇後 援    相模原市教育委員会・相模原市体育協会 

 

◇日 時    ２０１９年７月７日（日） 

競技予定時間  午前９：００～午後６：００ 

 

 

 

 

 

◇場 所    相模原市立総合水泳場(さがみはらグリーンプール)  

            公認５０ｍ×１０コース   ※自動審判時計装置・電光表示装置  

            住所 相模原市中央区横山５－１１－１   TEL０４２－７５８－３１５１ 

 

◇競技方法    (1) 競技は（財）日本水泳連盟競泳競技規則により行う。  

         (2) 年齢は、大会当日の満年齢とする。 

         (3) 競技は,種目別、男女混合で行い、タイム決勝レースとし全年齢区分で行う。同タイムは、

同順位とする。 

         (4) エントリーは、１人５種目以内とする。 

(5)リレー種目出場者は、個人種目にエントリーしていること。 

 

◇棄権の届出   棄権の届出は、当該競技の１時間前までに棄権届けを召集所に提出する事。 

 

◇参加資格     (1)未公認記録会である為、標準記録は設けないが、最低５０ｍ以上泳げる者。  

        (2)相模原市外・神奈川県外からも参加できる。 

         (3)年齢制限なし。 

 

◇競技種目          自由形 ： ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ 

                 背泳ぎ ： ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ      ※男女とも800ｍ・1500ｍあり 

          平泳ぎ ： ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ 

 バタフライ： ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ 

個人メドレー：２００ｍ・４００ｍ 

リレー ：２００ｍ・４００ｍ 

メドレーリレー ：２００ｍ・４００ｍ 

・会場準備 午前８：００ 

・選手入場 午前８：１５ 

・開始式   午前９：４５ 

・競技開始 午前１０：００ 



 

◇競技順序   別表の通り 

 

◇参加費    ・個人種目＝１種目 １０００円  ・リレー種目＝ １種目 ２０００円 

 

◇プログラム  資源の無駄を省くためにプログラムの購入希望数を事前に受け付けます。Webントリー時に 

希望冊数を入力して、代金は参加費と合わせてお振込み下さい。 

１部 ５００円   

※当日販売は行いません。 

※競技役員の協力をしていただけるチームに一部ずつ配布します。 

 

◇撮影について  (1)撮影許可申請用紙に必要事項を記入し、預り金１０００円を添えて受付をする。 

                (2)撮影終了後受付にゼッケンを返却し、その時に預かり金１０００円を受け取る。 

         (3)ゼッケンを紛失した場合は弁償金として３０００円を徴収する。 

          (4)撮影はゼッケンを着用してのみ出来る。 

 

◇申し込み方法  (1) ＷＥＢ－ＳＷＭＳＹＳを利用する。 ※6月１３日（木）２３時５９分までにエントリー作

業を行ってください。 

・競技会申込明細表 （A4 指定） 

 ・振り込み明細書のコピー  

  

                (2) エントリー用エクセルファイルを利用する。 

   ・エクセルファイルに必要事項を入力して下記アドレスに添付し、 E メールで送ってくだ

さい。  entry.sagamiharaswim@gmail.com （hotmail には送らないでください）  

出来る限りＷＥＢエントリーでお願いします。  

 ・印刷シートを印刷したもの  

 ・振り込み明細書のコピー    

        

(3) Web－SWMSYS を利用しない。５名以上の場合はエクセルファイルでお願いします。 

  ・大会申し込み票  

・個人登録票  

・リレー種目登録票  

・振り込み明細書のコピー          

   

               ６月１５日 (土)必着で以上のものを揃えて下記宛てに郵送をしてください。  

※印刷物はすべてＡ４サイズで提出してください。  

※申し込みに不備がある場合受け付けません。  

  

             ＜郵送先＞ 〒２５２―０３１４ 相模原市南区南台５－１０－１３ 添畑 大海 宛 

 

 

◇参加料の納入  ６月１４日 (金)までに下記の口座へ振り込む。 

  ＜振込先＞  相模原市水泳協会 

                    横浜銀行相模原駅前支店  

 普通貯金  口座番号１６０１５５６ 



 

◇その他      (1) 記録賞は 全ての出場種目終了後に発行致します。  

(2) 各チームより参加選手１４人までは１名、参加選手１５名以上２名の競技役員を派遣し 

てください。※大会申込書に当日役員をする方の氏名を必ず記入してください。 

 (3) 会場への移動、競技中及び観覧中の事故・盗難等については、主催者は、応急処置の他、 

一切の責任を負いません。事故のないように各チーム十分にご注意ください。 

 (4) プール・公園の駐車場は利用できません。自家用車よるグリーンプール周辺での送迎も 

出来ません。必ず保護者の方、応援の方等も含めて徹底するようにお願いします。守ら れ

ない場合、今後相模原市水泳協会の主催する大会への参加は認めません。 

(5) 競技役員の駐車場は用意いたしますが、出来るだけ乗り合いでお願いします。送迎 のク

ラブの車は停められません。  

 (6) 2 次要項は相模原市水泳協会ホームページに７月３日（水）掲載予定です。 ※パスワー

ドが分からない方はご連絡ください。チーム責任者の方のみにお知らせ致します。 

 

◇問い合わせ先  相模原市水泳協会公式ホームページ  https://sagamiharaswim.com/info/ 

 

添畑 大海        TEL/FAX   042-741-7262 

                                   携帯電話  090-4527-8695 

                           E-メール  soehataohmi@hotmail.com 
※電話に出られる時間が限られるため、出来るだけＥメールでの問い合わせでお願いします。 
 



No 性別 種目 競技 クラス

1 混合   50m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢

2 混合  100m 自由形 タイム決勝 全年齢

3 混合  200m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢

4 混合  200m 個人メドレー タイム決勝 全年齢

5 混合   50m バタフライ タイム決勝 全年齢

6 混合  400m 自由形 タイム決勝 全年齢

7 混合  100m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢

8 混合   50m 自由形 タイム決勝 全年齢

9 混合   50m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢

10 混合  200m バタフライ タイム決勝 全年齢

11 混合  200m メドレーリレー タイム決勝 全年齢

12 混合  400m メドレーリレー タイム決勝 全年齢

13 混合 1500m 自由形 タイム決勝 全年齢

14 混合  200m 背泳ぎ タイム決勝 全年齢

15 混合  100m 平泳ぎ タイム決勝 全年齢

16 混合  200m 自由形 タイム決勝 全年齢

17 混合  400m 個人メドレー タイム決勝 全年齢

18 混合  100m バタフライ タイム決勝 全年齢

19 混合  800m 自由形 タイム決勝 全年齢

20 混合  200m リレー タイム決勝 全年齢

21 混合  400m リレー タイム決勝 全年齢

競技順序



相模原市水泳協会

大会名

チーム名

　　〒

申し込み責任者

電話番号

携帯電話

Ｅメールアドレス

協力競技役員① 　資格　　一種　・　二種

協力競技役員② 　資格　　一種　・　二種

男子 女子 合計

申し込み人数 　　　　　　　　　　　人 　　　　　　　　　　　人 　　　　　　　　　　　人

個人種目数 　　　　　　　　　　種目 　　　　　　　　　　種目 　　　　　　　　　　種目

リレー種目数 　　　　　　　　　　種目 　　　　　　　　　　種目 　　　　　　　　　　種目

プログラム申し込み数 　　　　　　　　　　　部

個人種目数 　　　　　　　　　　　円

リレー種目 　　　　　　　　　　　円

プログラム 　　　　　　　　　　　円

合計 　　　　　　　　　　　円

申込金振込み期日 月　　　　　日

振込み名義人

　　　　　５００　円　　×　　　　　　　部 　＝

※協力競技役員は高校生以下は不可とします。

申し込み金額

　　　　１０００　円　　×　　　　　　種目　＝

※申し込み内容等の問い合わせをするために、必ずもれなく記入してください。

　　　　２０００　円　　×　　　　　　種目　＝

大会申し込み票

第６回　サマーチャレンジ記録会

上記大会について以下のように申し込みます。

住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞



大会名

性別

フリガナ

氏名

所属名略称
全角６字

プログラム表示用

所属名略称
半角英数カナ８文字
電光表示用

生年月日/年齢 年 月 日 歳

学校名

住所

連絡先① ー ー

連絡先② ー ー

Ｅメールアドレス

出場種目

エントリー① 分 秒

エントリー② 分 秒

エントリー③ 分 秒

エントリー④ 分 秒

エントリー⑤ 分 秒

年生

男 女

〒

個人種目登録票
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※男子は黒字、女子は赤字で漏れなく記入してください。記入漏れがある場合はエントリーを受け付けません。

エントリータイム距離種目

西暦



大会名

所属名略称

出場種目

エントリー① 分 秒

エントリー② 分 秒

エントリー③ 分 秒

エントリー④ 分 秒

エントリー⑤ 分 秒

エントリー⑥ 分 秒

エントリー⑦ 分 秒

エントリー⑧ 分 秒

リレー種目登録票
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エントリータイム性別 区分 種目 距離

※男子は黒字、女子は赤字で漏れなく記入してください。記入漏れがある場合はエントリーを受け付けません。

※リレーオーダーは当日受け付けます。リレーに参加する選手は必ず個人種目にエントリーしていること。


