
令和４年度第 19 回春季姫路市競技力向上記録会要項    大会番号２８２２６０８ 
 

 

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、例年と変更して競技会を開催します。感染症対策を

徹底し、疑わしい症状がある場合は出場しないでください。万一、競技会出場後に発症した場合は、チ

ーム責任者が当協会に速やかに報告してください。 

  また、今後の感染症拡大傾向などにより、急遽競技会が中止になる場合があります。その場合、申込

金は全額返金対応いたします。このような急な変更などの連絡は、当協会ホームページにて掲載します

ので、必ずご確認ください。 

エントリー作業の前に、「年度更新処理」と「学年一括更新」をお願いいたします。 

１．主   催  姫路市水泳協会 

２．後   援  姫路市 

３．期   日  令和４年４月２４日（日） １０時１５分～（変更する場合があります） 

４．場   所  姫路市立総合スポーツ会館温水プール 

５．競技方法 男女別で行い、タイムレースとする。 

【個人種目】 

各種目とも年令を問わず記録の高いものから班組みし、競技を行う。 

【リレー種目】 

(イ)リレーに出場する場合は必ず同一グループのメンバーで編成すること。 

   A グループ 小学生   Ｂグループ 中学生  Ｃグループ 高校生・一般 

(二)本大会はリレー種目においてグループ分けが存在するが、申込時にリレー用の 

グループコード（クラスコード）を付加する必要はない。 

(へ)同一クラスに２チーム以上出場する場合はチーム名末尾に A.B.C を付加すること。 

６．記録会種目 

 
７．競技順序（男子から競技を行います。校種混合で行い、男子と女子の間に休憩を取ります。） 

 

８．申込規定 

(イ)Web        ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは、各団体で自由に印刷し、当日持参してください。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは、編成が終了次第、 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ     当水泳協会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上に公開いたします。当日の販売はいたしません。 

の採用       

(ロ)資   格  （公財）日本水泳連盟に団体登録した、姫路市内（高校生は姫路市・福崎町・市川町・神河町・たつ

の市・宍粟市・太子町・相生市・上郡町・赤穂市・佐用町）のチームに所属し、競技者登録した者。 

(ハ)制   限 １人２種目以内、保護者の同意書（チーム責任者で一括管理し必要に応じて協会に提出）、 

学校から出場する生徒は学校長の承認を必要とする。 

(ニ)申込方法 （公財）日本水泳連盟会員ページにて団体毎にエントリー作業をしてください。 

詳細はエントリー方法を参照してください。 

① エントリー締切日時を過ぎてからの変更・追加は一切認めません。 

また、申込金は、原則、返金対応は行いません。 

② 協力競技役員については一団体２０名以上の参加の場合は、２名お願いします（事前に

Web 上での登録が必要）。 

1. 男子 ２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 10. 男子 ５０ｍ バタフライ 18. 女子 ２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 27. 女子 ５０ｍ バタフライ
2. 男子 ４００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 11. 男子 ２００ｍ ﾌﾘｰﾘﾚｰ 19. 女子 ４００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 28. 女子 ２００ｍ ﾌﾘｰﾘﾚｰ
3. 男子 ２００ｍ 自由形 12. 男子 ４００ｍ ﾌﾘｰﾘﾚｰ 20. 女子 ２００ｍ 自由形 29. 女子 ４００ｍ ﾌﾘｰﾘﾚｰ
4. 男子 ５０ｍ 自由形 13. 男子 ２００ｍ 個人メドレー 21. 女子 ５０ｍ 自由形 30. 女子 ２００ｍ 個人メドレー

5. 男子 ２００ｍ 背泳ぎ 14. 男子 １００ｍ 自由形 22. 女子 ２００ｍ 背泳ぎ 31. 女子 １００ｍ 自由形
6. 男子 ５０ｍ 背泳ぎ 15. 男子 １００ｍ 背泳ぎ 23. 女子 ５０ｍ 背泳ぎ 32. 女子 １００ｍ 背泳ぎ
7. 男子 ２００ｍ 平泳ぎ 16. 男子 １００ｍ 平泳ぎ 24. 女子 ２００ｍ 平泳ぎ 33. 女子 １００ｍ 平泳ぎ
8. 男子 ５０ｍ 平泳ぎ 17. 男子 １００ｍ バタフライ 25. 女子 ５０ｍ 平泳ぎ 34. 女子 １００ｍ バタフライ
9. 男子 ２００ｍ バタフライ 26. 女子 ２００ｍ バタフライ休憩・男女入れ替え

種目 距離 距離 種目 距離 種目 距離 距離 距離 種目 距離
自由形 50m 100m 個人メドレー 200m 自由形 50m 100m 200m 個人メドレー 200m
背泳ぎ 50m 100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200m 背泳ぎ 100m 200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 400m
平泳ぎ 50m 100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 200m 平泳ぎ 100m 200m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 400m

バタフライ 50m 100m バタフライ 100m 200m いずれも制限タイムは設けない

小学生 中学生・高校生・一般



④ 引率者(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ入場者)については１名のみです（事前にＷｅｂ上での登録が必要）。 

⑤ 申込一覧表、（ホ）の②の新型コロナウイルス感染拡大防止関係書類などは各団体で作

成し、競技会終了後２週間は保管しておいてください。 

⑥ Web 上での集計作業は、正確に行ってください。 

（協力競技役員名、引率者、メールアドレス等） 

(ホ)申込書類 ① 申込一覧表（※※提出不要※※） 

※振替票(ご利用明細書)は申込一覧表に貼り付けてください。 

※申込一覧表は各団体で作成し、大会終了まで保管してください。 

② 新型コロナウイルス感染拡大防止関係書類（※※チーム責任者が一括管理※※） 

※参加同意書  （姫Ｃ①220424） 

※健康チェック表（姫Ｃ②220424） 

(ヘ)参 加 費 1 種目 ７００円（リレーは１，５００円） 

(ト)振 込 先     〈依頼人は所属名で申し込んでください〉   

① 郵便振替   口座番号：００９７０－１－１０６２３７ 

                       口座名：姫路市水泳協会 

    カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

  ② 振込口座 銀行名：ゆうちょ銀行  金融機関コード：９９００ 

    店 名：０９９店       店  番：０９９         預金項目：当座 

    口座番号：０１０６２３７    口座名：姫路市水泳協会 

    カナ口座名：ヒメジシスイエイキヨウカイ 

※本協会では、領収書の発行は郵便局や銀行の振込証に変えさせていただきます。 

お支払い先の郵便局や銀行が発行する領収書やご利用明細票をご利用ください。 

尚、項目別の領収書等をご希望される場合は、各自様式で作成し、大会当日大会本部 

までご持参ください。 

※振込証は会計法規上正式な領収書となります。 

(チ)申 込 先   （公財）日本水泳連盟会員ﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

https://www.japan-swimming.jp/webswmsys/LoginMember 
(リ)申込締切   令和４年４月１５日（金） ２３：５９まで 
(ヌ)二次要項    エントリー締め切り後、大会までにタイムテーブル、注意事項などを姫路市水泳協会の 

ホームページ（二次要項）にて公開いたしますので、必ず確認し大会にご参加ください。 
姫路市水泳協会ホームページアドレス   http://www.himeji-sa.net  

９．そ の 他 

(イ)新型コロナウイルス感染防止の観点から、本大会は無観客記録会とし、競技結果等の館内掲示は行いま

せん。また、記録証発行も同様の観点により行いません。尚、競技の進行状況などを含めたリアルタイムで

の競技結果についてはスイムレコードモバイルの有料サービス「超速報」でご確認ください。また、競技結

果のみのご確認であれば大会終了後に「スイムレコードどっとこむ」（無料）でご確認いただけますのでそち

らでご確認ください。 

(ロ)競技中参加選手において、負傷等の事故が起きた場合は主催者の方で応急処置は行うが事後において

一切の責任は負わない。会場内における事故は参加選手といえども各人の責任に帰すべきものである。 

(ハ)本大会の組み合わせと競技結果は、競技者本人（未成年の場合は保護者）の申出が無い限り、（公財）日

本水泳連盟、（一社）兵庫県水泳連盟、姫路市水泳協会のホームページに掲載される。掲載を希望しな

い競技者は申込み締切日までに、その旨を連絡すること。 

(ニ)開場から最初の競技開始までに、各チームの責任者はチーム受付を行うこと。 

(ホ)大会出場選手は、協力競技役員を兼ねることはできません。尚、競技役員の服装については、日水連役

員服もしくは、白色ポロシャツ紺ズボンが望ましい。 

(ヘ)新型コロナウイルス感染拡大の状況によって競技会を中止する場合や、自然災害や気象警報等による影

響が予想される場合は、当協会ホームページにて変更をお知らせいたしますので必ずご確認ください。 

姫路市水泳協会ホームページアドレス  https://himeji-sa.jp/ (2022 年４月より変更になりました) 

(ト)選手は、参加競技終了後、すみやかに帰宅してください。 


