
２０１６(平成２８）年度 第５１回 中国春季水泳競技大会 

大会コード ３４１６６９１ 

 
１．主    催  (一財)広島県水泳連盟   中国新聞社 

 

２．後    援  広島県教育委員会   （公財)広島県体育協会   広島市   広島市教育委員会        

(公財)広島市スポーツ協会 

 

３．主    管  広島市水泳連盟   (一財)広島県水泳連盟競技運営委員会 

 

４．期    日    ２０１６（平成２８）年５月２８日（土）競技開始９時３０分 

５月２９日（日）競技開始９時 

 

５．会  場    広島市総合屋内プール(広島ビッグウェーブ) 

広島市東区牛田新町１－８－３ 

 

６．競技方法     

（１）男女共個人種目競技とメドレーリレー・フリーリレーを下記グル－プを対象に行います。 

   但し、メドレーリレー・フリーリレーは、下記のグループ区分とします。 

（２）予選は、各年令区分を越えて同時にレースを行います。決勝は、グループ別の上位１０名とし

ます。 

    但し、女子・男子４００ｍ自由形・４００ｍ個人メドレーはタイム決勝とし、女子８００ｍ・

男子１５００ｍ自由形はタイム決勝で１３歳以上の無差別として実施します。 

（３）決勝は予選の結果、上位１０名が出場できます。但し、棄権者が出た場合は、次点上位より順

次出場権を与えます。予選ランキング１１位、１２位の選手は決勝の招集を受けてください。 

（４）決勝進出について、同記録で予定人員より増加した場合は抽選を行います。 

（５）個人種目グル－プ別（大会初日の満年齢とします） 

（Ａ）１０歳以下 （Ｂ）１１～１２歳 （Ｃ）１３～１４歳 （Ｄ）１５歳以上 

   リレー種目グループ別（メドレーリレー・フリーリレー共） 

  （Ａ）12 歳以下  （Ｂ）１３～１４歳 （Ｃ）１５歳以上 

 

７．表  彰  各グループ各種目の決勝上位３名にメダルを贈ります。（リレー種目の場合はチーム） 

 

８．競技種目                               

 種  目 10 歳以下 11～12 歳 13～14 歳 15 歳以上 

自 由 形 
50ｍ・100

ｍ 

50ｍ・100ｍ 

200ｍ 

50ｍ・100ｍ 

200ｍ・400ｍ 

800ｍ(女)・1500ｍ（男） 

50ｍ・100ｍ 

200ｍ・400ｍ 

800ｍ(女)・1500ｍ（男） 

背 泳 ぎ 
50ｍ・100

ｍ 
50ｍ・100ｍ 100ｍ・200ｍ 100ｍ・200ｍ 

平 泳 ぎ 
50ｍ・100

ｍ 
50ｍ・100ｍ 100ｍ・200ｍ 100ｍ・200ｍ 

バ タ フ ラ イ 
50ｍ・100

ｍ 
50ｍ・100ｍ 100ｍ・200ｍ 100ｍ・200ｍ 

個 人メド レ ー 200ｍ 200ｍ 200ｍ・400ｍ 200ｍ・400ｍ 

フリーリレー 200m 400m 400m 

メドレーリレー 200m 400m 400m 

リレークラスコード １１ １２ １３ 

 

※13歳以上（チャンピオンシップも含む）の選手が 800・1500m自由形にエントリーする場合は、WebSwmsys 

のクラスプルダウンから『05 無差別』を選択してください。他種目のクラス選択はしないでください！  

 

※リレーにエントリーする場合は WebSwmsysのクラスプルダウンからクラス選択してください。 

 



９．競技順序 

 

 

 

          

                  

          

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．申込規定 

 （１）資  格 （公財）日本水泳連盟登録選手でなければいけません。 

 （２）制  限 1 名４種目まで（リレー種目を除く） 

但し、下記の標準記録を突破した者に限ります。 

        （Ａ）10 歳以下については、資格級 10 歳の 5 級以上 

        （Ｂ）11～12 歳については、資格級 12 歳の 5 級以上 

        （Ｃ）13～14 歳については、資格級 14 歳の 5 級以上 

        （Ｄ）15 歳以上については、資格級 15～16 歳の 5 級以上 

        （Ｅ）800ｍ・1500ｍは前年度大会での８位の記録を突破した者に限ります。 

            ※前年度８位記録 800ｍ 9:51:24   1500ｍ 17:41:76 

                （Ｆ）リレー種目については、１クラブ、１区分、１チームとし、４名の競技者が

各年齢区分の資格級５級以上のこと      

 （３）申込方法 

     ①の方法で申込み、申込金を振込んだ上で用紙を締切日必着で、（一財）広島県水泳連盟事

務局に②、③を郵送してください。 

① 登録団体は、Web-SWMSYS にてエントリーを行ってください。 

② Web-SWMSYS で｢競技会申込明細表｣を印刷後に、代表者・担当者欄に押印してくだ

さい。 

③ Web-SWMSYS で｢競技会申し込み(エントリーTIME)データ一覧表」を印刷してくだ

さい。 

④ 申込金を次の口座に払込み、受領証は登録団体で保管してください。 

⑤ （一財）広島県水泳連盟発行の領収証が必要な場合は｢競技会申込明細表｣の余白に、 

正確な宛名、領収証が必要な金額、但書き等の必要事項を明記してください。 

 

    【注】払込みの際の通信欄は 

       ｢中国春季｣+｢団体登録番号｣+｢登録団体名｣としてください。 

       《例》中国春季３ｘｘｘｘヒロケンスイ 
    【注】払込手数料は、登録団体でご負担下さい。 

    【注】申込み内容に不備があった場合、また当水連からの問合せに回答がない場合や、問合

せ先不明・不在等の場合は参加できないこともあるので十分注意してください。 

 

≪１日目≫ 

800ｍ (女) 自由形 

1500ｍ(男) 自由形 

50ｍ 背泳ぎ 

200ｍ 背泳ぎ 

50ｍ バタフライ 

200m バタフライ 

50ｍ 自由形 

200ｍ 自由形 

200m 個人メドレー 

50m  平泳ぎ 

200ｍ  平泳ぎ 

200m  フリーリレー 

400m  フリーリレー 

≪２日目≫ 

400ｍ 自由形 

100ｍ 背泳ぎ 

100ｍ 平泳ぎ 

100ｍ バタフライ 

400ｍ 個人メドレー   

100ｍ 自由形 

200m  メドレーリレー 

400m  メドレーリレー 



◎郵便振替口座 ０１３２０－４－１０８２７１ 

 

◎ゆうちょ銀行 一三九 店 当座 ０１０８２７１ 

 

口座名義 一般財団法人 広島県水泳連盟 

  

（４）郵 送 先 

     〒７３０－００４７ 広島県広島市中区平野町９－２ 

     （一財）広島県水泳連盟 中国春季大会 係 

     TEL 082-243-3134     FAX 082-243-9897 

 （５）申 込 金 

     個人種目  1 種目 1,500 円 

     リレー種目 １種目 3,000 円 

     プログラム 1 冊 800 円(当日売 1,000 円) 

     記録入りプログラム 1 冊 3,000 円 

※ 申込に間違いがあった場合でも申込金を返却しません。 

 

 （６）締  切   ２０１６年５月２日(月)正午必着 

     ※締切日までに入金、申込書が確認できない場合は受付けできません。 

 
     【注】５月３日(火)時間未定から５月５日(木)まで、(一財)広島県水泳連盟ホームページ、

http://swim34.org/に申込み状況を掲載するので競技会申込み一覧と異なる場合は

５月５日(木)までに、FAX にて事務局まで送信してください。 

        但し、登録団体からの FAX のみ受付けます。 

        なお、掲載期間以外ならびに大会当日の訂正は受け付けないので、参加団体は期間

内に必ず確認してください。 

 （７）そ の 他 

     申込み団体には事前に日程・注意事項等を通知します。 

 

11．棄  権  予選を通過して決勝に進出した者（補欠１、２の選手も対象）で、棄権した者は棄

権１回につき、3,000円の罰金を支払ってください。但し、アリーナ内でおきた事故

によるもので、審判長が認めた場合はこの限りではありません。 
 

【お願い】  １０名以上参加する広島県のチームは１名以上の帯同審判員（競技役員）を出してください。   

http://swim34.org/

