
 

 

 

四国インカレについて 

四国インカレについては、香川大学教育・学生支援室から各大学宛に申し込みについての案内

が送付されます。 

大会の申込は、所属大学の学生課を通して香川大学に提出する申込書で受付となります。それ

に加えて今回は、プログラム作成に必要なＷｅｂエントリーやオープンレースの申込に関するご

案内をさせていただきます。 

各大学におかれましては、大学宛に送付の文書と今回送付の案内にしたがって、それぞれ手続

きをしてください。 

 

＜今回のご案内＞  ○Web SWMSYSでの正式種目のエントリー 

○オープンレースのエントリー 

○総括表の発送 

 

申込は、大学経由での申込と水泳部に申込をするものがありますので、間違いのないようにご

確認のうえ、手続きをしてください。 

 

締切日 ２０１８年５月１６日（水）必着 

  



第69回四国地区大学総合体育大会水泳競技 実施のご案内 

〈大会コード5118408〉 

１．主催 四国地区大学体育連盟 
２．主管 香川大学 

３．運営 香川大学水泳部 

４．期日 2018年6月30日(土)・7月1日(日) 

５．場所 香川県立総合水泳プール（高松市御厩町1585－1） 

６．競技方法 

（1）男女別学校対抗戦とする。 

（2）競技順序 

第1日目（6月30日） 競技開始 10：00 第2日目（7月1日） 競技開始 9：45 

1. 女子50ｍ自由形        予選 

2. 男子50ｍ自由形        予選 

3. 女子200ｍ自由形       予選 

4. 男子200ｍ自由形       予選 

5. 女子100ｍ背泳ぎ       予選 

6. 男子200ｍ背泳ぎ       予選 

7. 女子100ｍ平泳ぎ       予選 

8. 男子200ｍ平泳ぎ       予選 

9. 女子400ｍ自由形       予選 

10. 女子200ｍ個人メドレー    予選 

11. 男子400ｍ個人メドレー    予選 

12. 女子100ｍバタフライ     予選 

13. 男子200ｍバタフライ     予選 

＜休憩・ＯＰレース(50ｍ)＞ 

 

14. 女子50ｍ自由形        決勝 

15. 男子50ｍ自由形        決勝 

16. 女子200ｍ自由形       決勝 

17. 男子200ｍ自由形       決勝 

18. 女子100ｍ背泳ぎ       決勝 

19. 男子200ｍ背泳ぎ       決勝 

20. 女子100ｍ平泳ぎ       決勝 

21. 男子200ｍ平泳ぎ       決勝 

22. 女子400ｍ自由形       決勝 

23. 男子800ｍ自由形       タイム決勝 

24. 女子200ｍ個人メドレー    決勝 

25. 男子400ｍ個人メドレー    決勝 

26. 女子100ｍバタフライ     決勝 

27. 男子200ｍバタフライ     決勝 

28. 女子4×50ｍフリーリレー   タイム決勝 

29. 男子4×100ｍフリーリレー   タイム決勝 

 

30. 女子4×50ｍメドレーリレー  タイム決勝 

31. 男子4×100ｍメドレーリレー  タイム決勝 

32. 男子400ｍ自由形       予選 

33. 女子400ｍ個人メドレー    予選 

34. 男子200ｍ個人メドレー    予選 

35. 女子50ｍバタフライ      予選 

36. 男子100ｍバタフライ     予選 

37. 女子200ｍバタフライ     予選 

38. 女子100ｍ自由形       予選 

39. 男子100ｍ自由形       予選 

40. 女子50ｍ背泳ぎ        予選 

41. 男子100ｍ背泳ぎ       予選 

42. 女子200ｍ背泳ぎ       予選 

43. 女子50ｍ平泳ぎ        予選 

44. 男子100ｍ平泳ぎ       予選 

45. 女子200ｍ平泳ぎ       予選 

＜休憩・ＯＰレース(100ｍ)＞ 

46. 男子400ｍ自由形       決勝 

47. 女子400ｍ個人メドレー    決勝 

48. 男子200ｍ個人メドレー    決勝 

49. 女子50ｍバタフライ      決勝 

50. 男子100ｍバタフライ     決勝 

51. 女子200ｍバタフライ     決勝 

52. 女子100ｍ自由形       決勝 

53. 男子100ｍ自由形       決勝 

54. 女子50ｍ背泳ぎ        決勝 

55. 男子100ｍ背泳ぎ       決勝 

56. 女子200ｍ背泳ぎ       決勝 

57. 女子50ｍ平泳ぎ        決勝 

58. 男子100ｍ平泳ぎ       決勝 

59. 女子200ｍ平泳ぎ       決勝 

60．女子4×100ｍフリーリレー   タイム決勝 

61．男子4×200ｍフリーリレー   タイム決勝 



 

 

（3）予選はタイムレースとする。 

ただし男子800ｍ自由形およびリレー種目はタイム決勝とする。 

なお、男子800m自由形は700mターン時の制限タイムを11分30秒とする。 

（4）決勝出場者はレーン数と同じにする。 

ただし、棄権者が出た場合は、次点上位者より順次出場権を与える。 

（5）その他、2018年度日本水泳連盟競技規則による。 

 

７．申込規定 

（1）資格  （公財）日本水泳連盟学生委員会中国四国支部加盟校登録選手 

   ただし、 大学院生等については、別紙１による。 

（2）制限 1校1種目3人以内 

1人2種目以内（フリーリレー・メドレーリレーは除く。） 

（3）申込先 〒760-0016 香川県高松市幸町１丁目１番地 

        香川大学 学生生活支援グループ気付 香川大学水泳部 行 

（4）方法  締切日までにWebSWMSYSでエントリーすること。 

＊ 正式種目（個人・リレー）について、Webエントリーを行うこと。なお、エントリ

ーの変更はできない。また棄権の際は、棄権料として1人1種目につき500円、リレー

は1チーム1種目1,000円徴収する。 

＊ リレーのみ出場する競技者も、必ずWebでエントリー登録を行うこと。Web登録を

していない選手はリレーに参加できない。 

＊ 大学院生等が正式種目に出場する場合は、別紙１を参照の上、競技者エントリー用

登録を行った後、WebSWMSYSからエントリーすること。 

＊ 昼休憩に実施するオープンレースの申込は、別紙３でエントリーすること。（Web

エントリー不可） 

提出書類として、①競技会申込明細表（Webより出力）②申込総括表（別紙２）③オープンレー

ス申込表（別紙３）を上記の申込先まで郵送してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）参加料  学生参加費については大学宛の申込で対応すること。 

棄権料については、試合当日、マネージャー会議で集めます。 

（6）締切日 ２０１８年５月１６日(水) 必着 

 

８．選手権校決定 

（1）入賞者と得点 

入賞は8位までとし、種目ごとに、1位8点、2位7点、3位6点、4位5点、5位4点、6位3点、7位

2点、8位1点とする。（リレーの得点は各順位とも倍とする。） 

（2）総合得点が同点の場合、次の順序に従い決定する。 

①リレーによる得点の多い大学 

②入賞者の多い大学 

③①②とも同数の場合、同位とする。 

 

所属大学の学生課を通して香川大学に提出する申込書に記載のない選手は出場できま

せん。すべての選手（正式種目に出場する選手、リレーのみ出場する選手、オープン

レースに出場する選手）は、大学宛の申込書に記載が必要となります。記載のない選

手は、水泳部宛に申込みをしていても参加できませんので、必ず大学宛の申込書に記

載をしてください。 



 

 

 

９．表彰 

優秀な成績をおさめた個人１位および団体３位までを表彰する。 

 

１０．補足 

(1) 主将会議  場所 香川県立総合水泳プール 会議室 

時間 6月29日（金）16:15~(予定) 

(2) 前日練習  場所 香川県立総合水泳プール 50ｍプール 

時間 6月29日（金）13:00~17:00(予定) 

(3) 競技時間  第1日目、2日目ともに8:00開門（駐車場開放7:00）アップ9:35まで 

開会式9:45～ 競技開始 第1日目10:00 第2日目9:45 

(4) オープンレースの種目及び日程 

1日目 男女50m自由形 

2日目 男女100m自由形 

オープンレース申込表（別紙３）に必要事項を記入の上、申し込むこと。 

(5) 前年度の団体優勝及び個人種目の優勝者は、優勝杯を必ず持参すること。 

(6) 計時員の割り当ては主将会議のときにお知らせします。 

(7) 控え場所及び応援席はエントリー数を参考に指定する予定です。主将会議でお知らせします。 

(8) プールサイドは土足厳禁です。プールサイド専用のサンダル等を持参すること。 

(9) 会場には駐車場がありますので、そちらをお使いください。隣接する高松市西部運動センターの駐

車場は使用しないようにお願いします。 

(10)貴重品は各大学で管理すること。盗難等の責任は当大学では負いかねます。 

(11)水着について【水着に記載する所属表示は一箇所で５０㎠以内】 

①ＦＩＮＡの公認した水着を着用すること。  

※規定に外れる水着を着用して泳いだ場合の記録は、各公式・公認競技において参考記録扱いとな

り、決勝への出場および全国大会や国際大会の標準突破記録として認められず、本連盟のランキン

グにも反映されない。  

②着用できる水着は１枚のみとし、水着の重ね着は禁止する。  

③水着へのテーピングおよび２次加工は禁止する。  

※水着の重ね着、水着へのテーピングおよび２次加工の規定に違反した場合は失格となる。  

(12)スタンツについて 

今大会も昼休憩にスタンツを行う時間を設けます。大会を盛り上げるため、奮ってご参加くださ

い。参加を希望する大学は、申込総括表（別紙２）に記入してください。 

(13)緊急連絡先 

吉野竜平 Tel：080-2886-1941 

Mail：carp.swim.yoshi19（アットマーク）gmail.com 

 

 

 


