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各大学水泳部御中 

愛媛大学水上競技部   

主将 井上 和希 

 

 

第１６回中国四国学生秋季水泳記録会 申込みについて 

 

 

標記大会については、次頁以降の要項にて実施いたしますので、各大学で取りまとめの上、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・・・・・・・・・・・・・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    〒790-8577 愛媛県松山市文京町3 愛媛大学学生生活支援課気付 

愛媛大学水上競技部 宛 

 

4.締切日   ９月１４日(金） 必着  

 
5.その他   主将会議   10月 6日（土） 17時 

       マネージャー会議  10月 7日（日）  8時 30分 
         ※変更がある場合は追って連絡いたします 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2018 年度 研修会の開催について 

  本大会前日の 10月6日（土）に研修会（スイムクリニック）を開催いたします。 

  今年度は、スポーツファーマシストの山口巧先生を招いて開催する予定です。 

別途ホームページに掲載する開催案内を確認のうえ、ふるってご参加ください。 

なお、参加希望の方は、大学ごとに中四国支部へ申込みしてください。 

 

 

中四国支部事務局からのお知らせ 

2016年度より学生委員会九州支部加盟校登録選手も参加可能となりました。 



 

第 1６回中国四国学生秋季水泳記録会  要項 
  〈 大会コード：５１１８４０６ 〉 

 

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 愛媛大学 水上競技部 

３．共   催 愛媛県水泳連盟 

４．期   日 ２０１８年１０月７日（日） 開場８時 競技開始９時４５分 

５．場   所 松山中央公園プール アクアパレットまつやま（公認２５m×８レーン） 

    （住所 〒790-0948 松山市市坪西町625-1） 

６．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・九州支部 加盟校登録選手 

（２）制  限  無制限 

（３）申込場所   〒790-8577 愛媛県松山市文京町3 愛媛大学学生生活支援課気付 

愛媛大学水上競技部 宛 

 （４）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。 

※ 大学院生等については、は９．－（５）を参照の上、オープン参加として申し込むこと。 

（Webエントリー不可） 

【提出書類】 

○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 

○オープン参加エントリー用紙・・・・・・・・・別紙２ 

★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、追加はできない。 

★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。 

★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。 

＊個人種目（正式）に出場しない選手は、「リレーのみ」にチェックを入れて登録していなければリ

レーに出場できないので特に注意し、出場可能性がある選手は全員登録しておくこと。 

★リレー競技に複数チームエントリーする場合は、必ずチーム名にアルファベット（A、B・・）

を付け、チームが区別できるようにしておくこと。 

★オープンレースの申し込みについては、「９.-（５）オープンレースのエントリーについて」参照。 

 （５）参加料     

個人：一人1種目につき 1,000円、リレー：1種目につき 2,000円 

※ 棄権の場合は棄権料として 500円徴収する。 

※ エントリー料は以下の口座番号まで振り込むこと。 

振込先 ：ゆうちょ銀行 六一八支店（店番号 618）  普通預金  口座番号 1327696   

口座名義 愛媛大学水泳部  代表者 相宮百花（アイミヤモモカ） 



（６）締切日 2018 年 9 月 14 日(金) 必着 

 

７．競技種目 ①男女別タイムレースとする。 

②競技種目 

 男子 女子 

自由形 

平泳ぎ 

バタフライ 

背泳ぎ 

個人メドレー 

フリーリレー 

メドレーリレー 

５０ １００ ２００ ４００ 

   １００ ２００  

   １００ ２００ 

   １００ ２００ 

       ２００ ４００ 

         ４×１００ 

         ４×１００ 

５０ １００ ２００ ４００ 

   １００ ２００ 

   １００ ２００ 

   １００ ２００ 

       ２００ ４００ 

      ４×５０     

４×１００ 

 

８．競技順序 

1 女子 4×100M メドレーリレー  15 女子 400M 自由形 

2 男子 4×100M メドレーリレー  16 男子 400M 自由形 

3 女子 400M 個人メドレー  17 女子 200M 個人メドレー 

4 男子 400M 個人メドレー  18 男子 200M 個人メドレー 

5 女子 50M 自由形  19 女子 100M 自由形 

6 男子 50M 自由形  20 男子 100M 自由形 

7 女子 200M 自由形  21 女子 100M バタフライ 

8 男子 200M 自由形  22 男子 100M バタフライ 

9 女子 200M バタフライ  23 女子 100M 背泳ぎ 

10 男子 200M バタフライ  24 男子 100M 背泳ぎ 

11 女子 200M 背泳ぎ  25 女子 100M 平泳ぎ 

12 男子 200M 背泳ぎ  26 男子 100M 平泳ぎ 

13 女子 200M 平泳ぎ  27 女子 4×50M フリーリレー 

14 男子 200M 平泳ぎ  28 男子 4×100M フリーリレー 

 

９．補足 

    （１）エントリーの変更はできない。棄権の際は棄権料として500円徴収する。 

  （２）主将会議 10月 6日(土)  17時～ アクアパレットまつやま会議室にて 

  （３）前日アップ 10月 6日(土)  17時～19時 

  （４）駐車場について 

     申込総括表に駐車場利用台数を記入すること。 

当日は、愛媛大学水泳部員が駐車場にいますので、指示に従って駐車してください。 

 

（５）オープン参加について 

未公認記録となるが、大学院生や登録規定回数を超えた学生等についても各種目のオープン

参加を認める。（リレーは不可） 

別紙のオープンエントリー表に必要事項を記入の上、一種目1,000円のオープンレース参加料

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。 

（Webではエントリーしないこと！） 

 

 



（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（700円）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（愛媛大学水上競技部） 

     主将 井上 和希 

０８０－４２３３－４８５６ kazuki12023299（ｱｯﾄﾏｰｸ）gmail.com    

     副将 大野 耕平 

０８０－３１６９－２３３５  daikou.bluehearts（ｱｯﾄﾏｰｸ）i.softbank.jp 

 

（８）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。 

 

（９）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。あ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。 

 

 

 

   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

 

電話：０９０－８７１３－１４２７   メール：mtomosad（ｱｯﾄﾏｰｸ）js.shudo-u.ac.jp 

 


