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代表 近藤 亨一 

 

 

第53回中国四国学生水泳選手権大会申し込みについて 

 

 

標記大会については、別紙の要項にて実施いたしますので、必要事項を記入のうえ、締切日までに申込

金を添えて申し込んでください。 

 

 

記 

 

１．提出書類 ① 申込総括表（別紙１） ・・・・・・・・・・A4版1枚 

② 競技申し込み（エントリーTIME）一覧・・・Web出力 

③ 競技申し込み（リレー）一覧・・・・・・・・Web出力 

④ 競技会申込明細表（別紙１）・・・・・・・・Web出力 

⑤ オープン参加エントリー用紙（別紙２）・・・A4版・コピーして使用のこと 

※①～⑤の書類を大学単位で作成の上、提出してください。                   

 

２．申込金    ①１人１種目      １，０００円 

②リレー１種目     ２，０００円 

          なお、棄権料は５００円とする。 

 

３．申込先   〒770-0814 徳島県徳島市南常三島町１丁目１番地  

        徳島大学学務部学生支援課内 徳島大学水泳部 行 

 

４．締切日   5月 18日（金） 必着 
 

５．その他    主将会議   6月 8日（金）14時 30分～（予定） 

        マネージャー会議  6月 9日（土） 8時 30分～（予定） 

         ※変更がある場合は追って連絡いたします 。 

 

  

 
今後、本大会に関する追加連絡等があった場合、中四国支部のホームページに掲載いたします。 

各大学において、定期的にホームページをご確認ください。 

ホームページアドレス   http://www.swim-chushi.jp/ 



第 53回 中国四国学生水泳選手権大会 要項 
〈 大会コード 5118403 〉 

 

１．主   催 (公財)日本水泳連盟学生委員会 中国四国支部 

２．主   管 徳島大学水泳部 

３．共   催 徳島県水泳連盟 

４．期   日 ２０１８年６月 ９日（土） 開門    ８：００   

      競技開始  ９：３０ 

６月１０日（日） 開門    ８：００ 

   競技開始  ９：００ 

５．場   所 徳島県蔵本公園 JAバンクちょきんぎょプール （50ｍ×８レーン） 

（住所 〒770-0044 徳島県徳島市庄町１丁目76番地の 2） 

６．競技方法 

(1)男女別個人選手権とする。 

(2)予選はタイムレースとする。ただし、男子1500m自由形、女子 800m自由形はタイム決勝とし、以下の制

限タイムを設け、その時間を経過した時点で退水させる。 

男子1500m自由形は1400mターン時に22分 00秒、 

女子  800m自由形は700mターン時に11分30秒 とする。 

また、リレー競技についてもタイム決勝とする。 

(3)決勝出場者はレーン数と同数とする。 

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。 

(4)その他、（公財）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 

 (2)制  限 1人3種目以内(リレー競技は除く) 

             ※リレー競技は 1校1種目につき 1チーム以内(チーム編成は同一大学の選手に限る) 

 (3)申込場所 〒770-0814 徳島県徳島市南常三島町１丁目１番地  

      徳島大学学務部学生支援課内 徳島大学水泳部 行 (代表 近藤 亨一) 

 (4)申込方法 エントリーは、Web-SWMSYSを利用して行う。 

Webにてエントリーを入力の上、以下の書類を添えて締切日までに申し込むこと。 

○競技会申し込み(エントリーTIME)一覧・・・Webより出力 

○競技会申し込み(リレー)一覧・・・・・・・・Webより出力 

○競技会申込明細表・・・・・・・・・・・・Webより出力 

●申込総括表（別紙１） 

●オープンレースエントリー用紙（別紙２）・・・該当大学のみ 

 ★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。 

 ★リレーのみに出場する選手も必ずWebでエントリー登録すること。Web登録していない選手は、リ

レーに参加できない。 

 ★提出書類とWeb入力内容に相違があった場合は、Webを優先する。 

 ★オープンレースの申込は、別紙にてエントリーすること。（Webエントリー不可） 

 (5)参加料 個人：1人 1種目につき1,000円  リレー：1種目につき2,000円 

  オープンレース：1人1種目につき1,000円（1日目50ｍ、2日目100ｍ） 

※棄権の場合は棄権料として500円徴収します。 

         ※尚、エントリー料は下記の口座番号まで振り込むこと 

振込先：ゆうちょ銀行 支店名 六二八 支店番号 628 口座番号 0349047 普通預金 

    口座名義 徳島大学水泳部（トクシマダイガクスイエイブ） 

        代表者 近藤 亨一 

 (6)締切日      2018 年 5 月 18 日(金) 必着 



８．競技種目 

   男子 女子 

自由形 50 100 200 400 1500 50 100 200 400 800 

平泳ぎ   100 200      100 200    

バタフライ   100 200      100 200    

背泳ぎ   100 200      100 200    

個人メドレー    200 400      200 400   

フリーリレー     4×100 4×200    4×50 4×100 (4×200※)  

メドレーリレー       4×100         4×100   

※日本学生選手権水泳競技大会の実施種目への対応として、男子 4×200m フリーリレーにおいて女子の参加を

認める。ただし、参加はオープン参加とし、順位は付与しない。 

 Webエントリーにて「○○大学女子ＯＰ」としてエントリー登録すること。 

 

９．競技順序 

第 1日目(9日) 第 2日目(10日) 

競技開始 9:30(予定) 競技開始 9:00(予定) 

1 女子 50m 自由形 予選 29 女子 400m 自由形 予選 

2 男子 50m 自由形 予選 30 男子 400m 自由形 予選 

3 女子 400m 個人メドレー 予選 31 女子 200m 個人メドレー 予選 

4 男子 400m 個人メドレー 予選 32 男子 200m 個人メドレー 予選 

5 女子 200m バタフライ 予選 33 女子 100m バタフライ 予選 

6 男子 200m バタフライ 予選 34 男子 100m バタフライ 予選 

7 女子 200m 自由形 予選 35 女子 100m 自由形 予選 

8 男子 200m 自由形 予選 36 男子 100m 自由形 予選 

9 女子 200m 背泳ぎ 予選 37 女子 100m 背泳ぎ 予選 

10 男子 200m 背泳ぎ 予選 38 男子 100m 背泳ぎ 予選 

11 女子 200m 平泳ぎ 予選 39 女子 100m 平泳ぎ 予選 

12 男子 200m 平泳ぎ 予選 40 男子 100m 平泳ぎ 予選 

 オープンレース５０ｍ   オープンレース１００ｍ  

<休憩> <休憩> 

13 女子 50m 自由形 決勝 41 女子 4×100m メドレーリレー ﾀｲﾑ決勝 

14 男子 50m 自由形 決勝 42 男子 4×100m メドレーリレー ﾀｲﾑ決勝 

15 女子 400m 個人メドレー 決勝 43 女子 400m 自由形 決勝 

16 男子 400m 個人メドレー 決勝 44 男子 400m 自由形 決勝 

17 女子 800m 自由形 ﾀｲﾑ決勝 45 女子 200m 個人メドレー 決勝 

18 男子 1500m 自由形 ﾀｲﾑ決勝 46 男子 200m 個人メドレー 決勝 

19 女子 200m バタフライ 決勝 47 女子 100m バタフライ 決勝 

20 男子 200m バタフライ 決勝 48 男子 100m バタフライ 決勝 

21 女子 200m 自由形 決勝 49 女子 100m 自由形 決勝 

22 男子 200m 自由形 決勝 50 男子 100m 自由形 決勝 

23 女子 200m 背泳ぎ 決勝 51 女子 100m 背泳ぎ 決勝 

24 男子 200m 背泳ぎ 決勝 52 男子 100m 背泳ぎ 決勝 

25 女子 200m 平泳ぎ 決勝 53 女子 100m 平泳ぎ 決勝 

26 男子 200m 平泳ぎ 決勝 54 男子 100m 平泳ぎ 決勝 

27 女子 4×50m フリーリレー ﾀｲﾑ決勝 55 女子 4×100m フリーリレー ﾀｲﾑ決勝 

28 男子 4×100m フリーリレー ﾀｲﾑ決勝 56 男子 4×200m フリーリレー ﾀｲﾑ決勝 

 

１０．表   彰 

  個人及びリレー競技の第3位まで表彰する。 

 



１１．補   足 

    (1)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500円徴収する。 

  (2)主将会議   6月 8日(金)  14:30～(予定)   

場所 JAバンク徳島スタジアム 会議室 

  (3)前日アップ  6月 8日(金)  14:00～16:00 (予定)   

  前日アップは長水路のプールのみ使用可能です。（25mプールは利用できません） 

(4)オープンレースの種目及び日程（記録は非公認） 

      1日目予選競技終了後：50m自由形  2日目予選競技終了後：100m自由形 

        ※別紙２に記入し、エントリーすること。（Webではエントリーしないこと） 

        ※本大会は一校ごとの申込制限（３人枠）はないため、通常の学部生については、すべて正式種目

に申し込むこと。オープンレースについては、支部競技者登録外の選手（大学院生や支部登録規

定回数を超えている学生など）がエントリーすることができる。 

    (5)駐車場について 

バスについては、会場駐車場にはほぼ駐車できません（５台）。各大学で駐車場を確保してください。自

家用車については、有料駐車場を利用することができます（２時間まで無料）。ただし、台数に限りがあ

りますので、停められない場合もあります。あらかじめご了承ください。また、料金は自己負担となり

ますので、なるべく公共交通機関を利用してお越しください。 

    (6)お弁当について 

 お弁当の注文を希望する大学は、申込総括表に必要数を記入すること。 

 代金については、エントリー料とともに指定口座に振り込むこと。 

  (7)緊急連絡先（徳島大学水泳部） 

     近藤 亨一  080-4268-8014   manakoa（ｱｯﾄﾏｰｸ）i.softbank.jp 

(8)前年度大会にて、以下の個人種目の優勝者は優勝杯を必ず持参すること。 

      女子 100m背泳ぎ・立川杯（日本水泳連盟学生委員会中国四国支部 顧問） 木村 美月（福山平成大学） 

      男子 100m平泳ぎ・田口杯（広島修道大学ＯＢ）             大坪 弘基（岡山大学） 

(9)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

ングにも反映されません。 

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ります。 

(10)競技役員について 

競技役員資格を取得された学生競技役員の方は、ぜひ本大会の運営にご協力ください。ご協力いただけ

る場合は、申込総括表（別紙１）に氏名および出場予定種目を記入してください。 

    ・旅費は出ません。日当およびお弁当を用意させていただきます。 

    ・大会出場者でも問題ありません。空いた時間にご協力いただきます。出場予定種目をお知らせくださ

い。ただし、役員希望人数や出場種目数によっては、全ての参加希望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。 

(11)スタンツについて（希望大学のみ） 

 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１）に記入してください。 

(12)交通アクセス、周辺地図などの詳細な情報は「徳島県スポーツ振興財団」のHPをご覧ください。 

 

なお、Webエントリーについて不明な点があれば、中四国支部事務局まで問い合わせること。 

 

 

 
Webエントリー問い合わせ先：（公財）日本水泳連盟学生委員会中国四国支部 事務局 担当：友

とも

定
さだ

 麻紀
ま き

 

mtomosad（アットマーク）js.shudo-u.ac.jp 

 


