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第23回	 冬季短水路公認記録会	 

◇主	 	 催	 	 (公財)日本水泳連盟学生委員会九州支部	 

◇主	 	 管	 	 福岡県水泳連盟	 

◇後	 	 援	 	 福岡市(予定)	 

◇期	 	 日	 	 平成29年12月17日（日）開門7:15	 開場7:45	 競技開始9:15	 

◇会	 	 場	 	 福岡市総合西市民プール（25ｍ×10レーン）（通常の50ｍプールを使用）	 

◇競技方法	 	 	 

①競技は、(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タイムレースで行う。	 

◇競技種目	 	 	 

種	 目	 男	 子	 女	 子	 

自 由 形	 	 50	 	 100	 	 200	 	 400	 	 1500	 	 50	 	 100	 	 200	 	 400	 	 800	 

背 泳 ぎ	 	 50	 	 100	 	 200	 	 50	 	 100	 	 200	 

平 泳 ぎ	 	 50	 	 100	 	 200	 	 50	 	 100	 	 200	 

バ タ フ ラ イ	 	 50	 	 100	 	 200	 	 50	 	 100	 	 200	 

個 人 メ ド レ ー	 200	 	 400	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	 	 400	 

フ リ ー リ レ ー	 200	 	 	 200	 	 	 	 

メドレーリレー	 200	 200	 

※ただし、男子1500mは制限タイムを20分とし、女子800mは制限タイムを12分とする。	 

◇競技順序	 	 	 

	 	 	 別紙の通り	 

◇申込規定	 

（１）資	 格	 

	 2017年（平成29年）度	 (公財)日本水泳連盟への競技者登録を完了した者。	 

(原則として高校・大学・大学院の在学生のみとする。)	 

（２）制	 限	 

１人3種目以内とする（ただし、リレー種目は除く）。	 

（３）申込金	 

1名１種目につき	 	 1,000円	 

リレー1種目につき	 2,000円	 

※なお、天災、災害等で大会が中止となっても申込金は返金しません。	 

（４）申込方法	 

（公財）日本水泳連盟競技者登録管理システム（Web-SWMSYS）から、エントリーを行う。	 

（５）申込金振込先	 

銀	 行	 名：西日本シティ銀行七隈支店	 	 	 口座番号：（普）	 ０７６０３１２	 

口座名義：日本水泳連盟学生委員会九州支部	 	 副支部長	 	 松波	 勝	 

	 



 2 

エントリー代を振込む際、個人名ではなく必ず学校名で振込んで下さい。	 

また、学校名の前に（フユ）と入力して下さい。	 

（例）（フユ）○○ダイ	 または、（フユ）○○コウコウ	 

	 

（６）提出書類（必ず責任者印の押印の上、提出すること。）	 

①競技会申込み（エントリーTIME）一覧表・・・<ﾌﾞﾗｳｻﾞ表示>を印刷したもの	 	 

※リレーのみのエントリーも「リレー」に必ずチェックする事	 

②競技会申込み（リレー）一覧表・・・<ﾌﾞﾗｳｻﾞ表示>を印刷したもの	 

※1 チームで複数リレーエントリーする際は必ず学校名のあとに「A、B・・・」を付け加える事	 

③競技会申込明細表・・・<ﾌﾞﾗｳｻﾞ表示>を印刷したもの	 

★入力した内容がそのままエントリーとなり、申込後の変更はできない。  

（Web-swmsys エントリー締切）	 	 平成 29 年 11 月 24 日（金）	 

（参加申込書類、エントリー料締切）平成29年11月28（火）必着	 

（７）書類提出先	 

提出書類はデータ化し、メール添付にて下記メールアドレスに提出すること（郵送しない）。	 

提出先メールアドレス：entry52kyusyu@gmail.com	 
◇エントリー確認	 

11 月25日（土）〜26日（日）までの2日間、九州支部ホームページにおいてエントリーを確認することが

できる。訂正がある場合は、以下までメールにて11 月 26 日（日）23：59 までに連絡すること。	 

（エントリー変更連絡先：gakusei.52@gmail.com：情報システム担当	 府内勇希）	 

◇プログラム配布	 

各学校に 1 部、プログラムを無償配布します（マネージャー会議で配布します）。追加でプログラムを希望

する大学はエントリーを行う際にプログラム予約の欄に記入し購入してください（1部1,000円）。	 

◇監督者会議について	 

大会当日午前 8 時より監督者会議を行います。各学校 1 名必ず参加してください。	 

◇棄権について	 

棄権については、所定の棄権用紙を競技開始までに大会本部まで提出ください（競技開始後の棄権、棄

権用紙の提出のない棄権は棄権料 1,000 円を徴収します）。	 

◇競技役員について	 

各参加校において競技役員資格をお持ちの方は、ぜひ本大会の運営にご協力下さい。ご協力いただける場

合は、エントリーを行う際に氏名を入力下さい。旅費は出ません。日当及びお弁当を用意いたします。	 

大会出場者でも問題ありません。あいた時間にご協力いただきます。ただし、役員希望人数や出場種目数に

よっては、全ての希望者に応えられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。	 	 

	 当日は、印鑑、競技役員手帳、競技役員シャツを必ず持参してください。	 	 

◇補助役員について	 

出場者10名以上の参加大学は、補助員の協力をお願いします。	 
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◇駐車場について	 

①指定の駐車場以外の駐車は厳禁です。なお、マイクロバス、大型バスで来られる学校はWeb-swmsysの

交通手段の項目にバスの種類を入力下さい（駐車場は台数に限りがありますので、なるべく公共の交通機関を

ご利用ください）。	 

②バスを利用される学校は開門時間をご周知の上、開門時間にお越し下さい。開門時間よりも早く来

られると交通渋滞を招き通行の妨げになります。（近隣住民の方に迷惑をかけないように対応くださ

い）。	 

◇その他	 

①大会に参加に際し、所属団体の責任者が引率をするとともに、万が一の事故の発生に備えて傷害保険に加入

しておくことなど、各参加団体で万全の事故対策を講じておくこと。	 

②個人情報について、大会競技の申込情報及び競技結果を報道資料等の作成に使用しますので了承の上、申し

込みください。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

◇問合せ先	 

	 	 (公財)日本水泳連盟学生委員会九州支部	 松波	 勝	 

TEL：070-4385-2126	 	 E-mail：gakusei.52@gmail.com	 
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