
 

第６６回相模原市水泳公認記録会 
 

 

1. 趣 旨    個人の泳力の状況を記録にとどめるとともに、近隣市町村の選手と競うことにより、       

市民への水泳普及及び競技力の向上、体力の向上を図る。 
 
2. 主 催    相模原市水泳協会・一般社団法人 神奈川県水泳連盟 
 
3. 主 管    相模原市水泳協会 

 
4. 後 援    相模原市教育委員会・相模原市体育協会 

 
5. 日 時    ２０１８年８月２６日（日） 

競技予定時間  

・ 会場準備 午前６：５０ 

・  開場   午前７：００ 

・  開始式  午前８：５０ 

・ 競技開始 午前９：００ 

・ 競技終了 午後６：００ 

 
6. 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レーン  ※自動審判計時装置・電光表示装置 

         住所 相模原市横山５－１１－１  TEL０４２－７５８－３１５１ 
 
7. 競技方法 

(1) 競技は公益財団法人 日本水泳連盟競泳競技規則により男女別に行う。  

(2) 年齢は、大会当日の満年齢とする。 

(3) 競技は,種目別、男女別に行い、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２種目以内とする。 

(5) リレー種目は各種目１チームのみ参加できる。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。 

 
8. 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招集所に提出する事。 

 
9. 参加資格 

(1) 選手は公益財団法人 日本水泳連盟競技者登録を２０１８年度完了者であること。 

(2) 選手が所属する団体(チーム)も同様に団体登録を完了していること。 

(3) ２０１８年度 公益財団法人 日本水泳連盟資格級各年齢区分の５０ｍ種目は１級、１００ｍ種目は３級、

２００ｍ種目は４級、４００ｍ種目は５級、８００・１５００ｍ種目は６級を参加標準記録とし、標準記録

を突破（同タイムでも良い）した者は、その種目に限り申し込みが出来る。 

※短水路・長水路のいずれの記録も認める。 

※途中正式時間であっても認める。 

※未公認大会の記録は認めるが、クラブ内記録会は認めない。 

※相模原市内の中学校 / 高校の水泳部と相模原市内のスイミングから出場の場合標準記録は設けない。 

(4) 主催者の推薦するチーム・選手。 
 
10. 競技種目      自 由 形  ：  ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ(女子)・１５００ｍ(男子) 
                背 泳 ぎ  ：  ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ 
         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 
 
11. 競技順序  別表の通り     

 
12. 参加費    ・個人種目＝１種目 １２００円  ・リレー種目＝ １種目 ２４００円 
 



 

13. 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 １０００円  ※当日販売は行いません。 
※競技役員に協力していただけるチームに一部配布します。 

 
14. 撮影について 

(1) 撮影は撮影許可申請用紙に必要事項を記入して、預り金１０００円を添え受付にてする。 
(2) 申請は１日毎行い、撮影終了後受付にゼッケンを返却する。その時に預かり金１０００円を返却する。 
(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 

 

15. 申し込み方法 

(1) Web－SWTSYS を利用し７月２６日（木）２４時００分までにエントリー作業を行ってください。 

(2) ７月２８日（土）までに以下のものを揃えて下記宛てに郵送をしてください。（必着） 

※申し込みに不備がある場合受け付けません。 

① Web－SWTSYS より「競技会申し込み明細票」を印刷したもの 

② 振込み明細書のコピー 

               ＜郵送先＞〒252-0226 相模原市中央区陽光台５－１１－１３ 樋川芳雄 宛 

 

16. 参加料の納入  ７月２７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 

 

17. その他 

(1) 大会当日の競技結果で標準タイムが切れていない選手については、所属クラブに厳重注意を致します。尚ペ

ナルティーを科す場合がありますので、参加標準タイムを必ず守るようにしてください。 

(2) 記録証は 全ての出場種目終了後に発行致します。 

(3) 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。 

(4) 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。 

(5) 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

催する大会へのチーム参加は認めません。 

(6) 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。  

(7) ２次要項等は相模原市水泳協会ホームページの大会関係よりご確認ください。８月１日（水）にエントリー

確認・８月２２日（水）に２次要項を掲載する予定です。 

※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。 

 

18. 問い合わせ先  相模原市水泳協会公式ホームページ   http://www.geocities.jp/sagamiharaswim/ 

添畑 大海        TEL/FAX   042-741-7262 

                                      携帯電話  090-4527-8695 

                              E-メール  soehataohmi@hotmail.com 
樋川 芳雄        TEL/FAX   042-733-6771 

                                        携帯電話  080-1323-3739 

※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。 

 



1 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 21 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝

2 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 22 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝

3 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 23 女子  100m 自由形 タイム決勝

4 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 24 男子  100m 自由形 タイム決勝

5 女子  200m 平泳ぎ タイム決勝 25 女子   50m バタフライ タイム決勝

6 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝 26 男子   50m バタフライ タイム決勝

7 女子  400m 自由形 タイム決勝 27 女子  800m 自由形 タイム決勝

8 男子  400m 自由形 タイム決勝 28 男子 1500m 自由形 タイム決勝

9 女子   50m 自由形 タイム決勝 29 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝

10 男子   50m 自由形 タイム決勝 30 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝

11 女子  200m バタフライ タイム決勝 31 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝

12 男子  200m バタフライ タイム決勝 32 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝

13 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 33 女子  100m バタフライ タイム決勝

14 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 34 男子  100m バタフライ タイム決勝

15 女子  400m 個人メドレー タイム決勝 35 女子  200m 自由形 タイム決勝

16 男子  400m 個人メドレー タイム決勝 36 男子  200m 自由形 タイム決勝

17 女子  200m メドレーリレー タイム決勝 37 女子  200m フリーリレー タイム決勝

18 男子  200m メドレーリレー タイム決勝 38 男子  200m フリーリレー タイム決勝

19 女子  400m メドレーリレー タイム決勝 39 女子  400m フリーリレー タイム決勝

20 男子  400m メドレーリレー タイム決勝 40 男子  400m フリーリレー タイム決勝

競技順序


