２０２２年度
兼

第４８回 川崎市学童泳力記録会

第３２回神奈川県学童学年別水泳競技大会川崎地域代表選手選考レース

開

催

要

項
☆記録会当日の問合せ先

主 催：公益財団法人川崎市スポーツ協会
共 催：川崎市、川崎市教育委員会

競技当日午前７時００分以降

主 管：川崎水泳協会

学童泳力記録会担当 080－4166-9622

会 場：川崎市立橘高等学校プール（５０ｍ公認プール）
日 時：令和４年７月３０日（土）７時３０分開場 （小雨決行）
第１部
受 付 ７：３０～

アップ ７：３０～８：４５

競技開始

９：１０～

第２部
受 付 １２：３０～（予定）

アップ １２：３０～１３：４５（予定）

開会式 １３：５０（予定）

競技開始

１４：１０（予定）～

※ 3 学年ごとの選手入替、2 部制での開催といたします。
※ 第２部開始時間はエントリーの受付状況によって変更いたします。
※ 閉会式は行いません。参加レース終了後、自由解散となります。
対 象：市内に在住もしくは在学の小学生１年生～６年生までの児童で、５０ｍを泳げる児童。
※主催者もしくは主管団体が認めた場合、市内在住在学以外でもオープン参加を認める場合がある。
※５０ｍの長水路プールで行います。
※スタートはスタート台上・台横・もしくは水中からのスタートを選択できます。
種目及び参加制限
（１）種 目：
第１部
学年
自由形

1年

2年

５０ｍ *

５０ｍ *

第２部
3年

4年

５０ｍ *

5年

５０ｍ １００ｍ *

6年

５０ｍ １００ｍ

５０ｍ １００ｍ

２００ｍ *

２００ｍ *

背泳ぎ

５０ｍ *

５０ｍ *

５０ｍ *

５０ｍ * １００ｍ

５０ｍ １００ｍ *

５０ｍ １００ｍ *

平泳ぎ

５０ｍ *

５０ｍ *

５０ｍ *

５０ｍ * １００ｍ

５０ｍ １００ｍ *

５０ｍ １００ｍ *

バタフライ

５０ｍ *

５０ｍ *

５０ｍ *

５０ｍ * １００ｍ

５０ｍ １００ｍ *

５０ｍ １００ｍ *

個人メドレー

２００ｍ *

２００ｍ *

２００ｍ *

リレーの実施はありません
（２）制 限：１人３種目まで
競技順序
第１部（１年～３年）

第２部（４年～６年）

1

女子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

1

女子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

11

女子 100ｍ 自由形

2

男子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

2

男子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

12

男子 100ｍ 自由形

3

女子 50ｍ 自由形

3

女子 50ｍ 自由形

13

女子 50ｍ 平泳ぎ

4

男子 50ｍ 自由形

4

男子 50ｍ 自由形

14

男子 50ｍ 平泳ぎ

5

女子 50ｍ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

5

女子 100ｍ 平泳ぎ

15

女子 50ｍ 背泳ぎ

6

男子 50ｍ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

6

男子 100ｍ 平泳ぎ

16

男子 50ｍ 背泳ぎ

7

女子 50ｍ 平泳ぎ

7

女子 100ｍ 背泳ぎ

17

女子 100ｍ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

8

男子 50ｍ 平泳ぎ

8

男子 100ｍ 背泳ぎ

18

男子 100ｍ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

9

女子 50ｍ 背泳ぎ

9

女子 50ｍ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

19

女子 200ｍ 自由形

10

男子 50ｍ 背泳ぎ

10

男子 50ｍ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

20

男子 200ｍ 自由形

２００ｍ *

競 技

２０２２年度 公益財団法人日本水泳連盟競泳競技規則により行う

参加料

１種目のみの場合 1,000 円
２種目以上の申し込みは、１種目追加につき 500 円
感染症対策費：選手 1 名につき 200 円
例）50m 自由形・50m 平泳ぎの２種目にエントリー 1,000 円＋500 円＋200 円＝1,700 円
※コロナウイルス感染拡大防止に伴う中止を除き、参加料の返金は致しません。

申し込み

申し込みには、個人申し込み と 団体申し込み があります

≪個人申し込み≫ ☆申し込みの用紙は、市内小学校・市民館・スポーツセンターにあります。
① 個人種目票に必要事項を記入の上、参加料を添えて申し込む。
②

参加者は、必ず同意書欄に保護者が記名のこと。

③ 参加費は下記口座へ送金 振込名義人は選手名としてください。
横浜銀行大島支店 普通 ６０１７３６３
個人種目票と参加費振込控えのコピーを
川崎水泳協会 〒２１０－０８３４ 川崎市川崎区大島３－１２－７

まで郵送にて申し込み

≪団体申し込み≫ 公益財団法人日本水泳連盟に 2022 年度チーム登録が完了している団体は団体申し込みを受付ます
団体申し込み用紙は川崎水泳協会ホームページよりダウンロードしてください
１．川崎市学童泳力記録会参加申込一覧表をメールで提出
２．参加同意書を提出
３．参加費は下記口座へ送金 振込名義人は団体名としてください。
横浜銀行大島支店 普通 ６０１７３６３
申込先 川崎水泳協会 magicball@nifty.com 振込控えをメールでお送りください

申込締切日

２０２２年６月２０日（月）

※開催要項記載の【注意事項】をよく確認し、ご承諾のうえ申し込み下さい。
【注意事項】
１ 大会運営に関すること
（１）個人情報の取り扱いについて
申込書等に記載された個人情報については、競技会のプログラムやランキングの作成を含む競技会運営を円滑に
行うためだけに使用し、その他の目的に使用・提供は致しません。
（２）競技進行について
競技進行はプログラム通りに行います。
（３）競技中断・中止について
大会中、天災地変等やむを得ず大会を中断・中止する場合があります。
なお、途中で中止となった場合でも、参加費はお返しできませんので御承知おきください。
（４）会場および周辺には駐車場はございません。お車でのご来場はご遠慮ください。
（５）競技開始前に判明した異議は、そのレースの出発の合図の前までに、審判長に文章にして提出して下さい。
競技の失格内容や状況等に異議がある時は、そのレース終了後３０分以内に抗議書に内容を記載し、抗議料
５０００円を添えて受付に提出して下さい。抗議書の内容を大会総務で検討し裁定いたします。なお、抗議の
申請は、保護者からに限られます。抗議内容が承認された場合は抗議料を返金いたしますが、抗議内容が却下
された場合は抗議料を返金いたしません。
（６）新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクを軽減するため、大会参加者、団体の場合は引率者３名まで、個
人参加の場合は保護者１名のみが来場できます。これら以外の方の来場はできません。また、同様の観点から競
技会の開催を中止する場合があります。
（７）本大会は YouTube 配信を行います。右記 QR コードをご利用ください。

２ 参加・エントリーに関すること
（１）エントリーの当日受付はできません。必ず申込期日までに申請してください。
（２）必ず、団体申し込みの場合は責任ある立場の引率者、個人参加の場合は保護者（以下「代表者」という。
）
の引率の元参加してください。
代表者は最後まで会場に留まり、選手の安全管理を行ってください。記録会途中で代表者が不在であることが判明
した場合、以降の出場を取消し、すでに行った競技の記録は消除致します。
（３）参加者は、参加にあたり十分な健康管理を行ってください。
（４）競技中の負傷等の応急処置は可能な範囲で主催者側が行いますが、その後の責任は負いません。
（５）団体参加チームは競技役員を１名以上お願いいたします。
３ 選手・チーム関係者・保護者に関すること
（１）プールに入る際は、必ずスイミングキャップを着用してください。
（２）プールサイドは土足厳禁です。なお、競技役員は上履きを着用しています。
（３）施設内の電源を、携帯電話やスマートフォン、携帯用音楽プレーヤーなどの充電には使用できません。
（４）盗難の責任は負いませんので、各チームで貴重品は管理してください。
（５）受動喫煙防止条例により、敷地内では喫煙が禁止されています。
（６）当日、会場に到着しましたら、まず受付にて選手受付をお済ませください。その際、記録証をお渡しします。
なお、選手受付は、個人申し込みの場合は保護者、団体申し込みの場合は代表者が行ってください。
（７）会場は学校施設です。早朝よりの場所取り・順番待ちは禁止致します。７時３０分時以前に学校内に立ち入ること
はできません。学校事務室等に連絡することもお止め下さい。
（８）公式スタート練習は行ないません。
スタート台を使用しての飛び込みに不安がある場合、台横もしくは水中よりスタートできます。
（９）９：１０（第２部１４：１０予定）より競技が始まります。レース前の招集がありますので、プログラムにて出場
するレースを確認し、出場レースの５組前までに招集所へ集合してください。招集所では係員が名前を呼びますの
で、注意していてください。なお、招集所へは保護者（引率者）の方は入れません。またレースが終了するまで、
保護者（引率者）の方の付添はできませんのでご了承ください。障害をお持ち等の理由で付添（介添え）が必要な
場合、事前に受付にお申し出ください。
（1０）エントリー確認後、２次要項、競技時間を川崎市スポーツ協会ＨＰ(https://kawaspokyo.jp/)、川崎水泳協会
ＨＰ(http://kawasuikyo.sports.coocan.jp/)に掲載いたします。必ずご確認ください。※7 月中旬掲載予定
４ 代表選手選考レースに関すること
（１） ＊印の各種目において代表選手選考を行います。選考は競技の結果をもとに行われます。ただし、第３２回神奈
川県学童学年別水泳競技大会の実施種目によっては、代表を選考しない場合があります。
（２） 当該種目の各学年別の競技結果を基に、競技力を平準化するため川崎水泳協会代表選手選考委員会にて最終的に
選考します。したがって、その種目の優勝者が必ずしも選考されるとは限りません。なお、出場種目以外の種目
で選考される場合があります。
（３）代表選手の選考にあたり、選考対象者は以下の通りです。
・川崎市内に在住・在学・在クラブの児童で、川崎地域以外の神奈川県水泳連盟ジュニア委員会加盟クラブに
所属していない児童
（４）代表選手の選考は、川崎水泳協会代表選手選考委員会により代表資格の確認がなされたのち選考され、後日直接本
人に通知します。
５ その他
（１）申し込み後のキャンセル及びご入金後の返金は、いかなる理由においてもお受けできません。
（２）天候不良等の理由により主催者判断で中止とする場合、川崎水泳協会ＨＰ http://kawasuikyo.sports.coocan.jp/
に掲載いたします。また、天候不良により大会が中止になった場合も参加料の返金はいたしません。なお、新型コ
ロナウイルス感染拡大で緊急事態宣言が再発令された場合と、神奈川県から特措法に基づくイベントの中止が出さ
れた場合の大会中止につきましては、一部経費を差し引きのうえ参加料を返金いたします。
（３）大会中の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催者に属します。
結果の報告

※記録証は大会当日に配付します。当日の記録は川崎水泳協会ホームページに掲載しますので、参加者本
人(保護者)が各自で記入をお願いします。
問い合わせ先 【記録会及び競技に関すること】 川崎水泳協会 学童泳力記録会担当 mail magicball@nifty.com
【その他】(公財)川崎市スポーツ協会 担当 佐藤 ℡044-739-8844（平日/9:00－16:30 土日祝日を除く）

