
第２３回 オール両丹水泳競技大会兼両丹高等学校新人選手権大会 

開催要項 

１ 主  催  京都府高等学校体育連盟両丹支部水泳部 

        参加スイミングクラブ 

２ 期  日  平成２９年１２月１７日（日）  １０時００分 

３ 会  場  京都府立綾部高等学校屋内温水プール（２５M×８コース） 

        京都府綾部市岡町長田１８ 

４ 競技方法  （１）競技は、男女別クラス別のタイムレース決勝で行なう。 

        （２）クラスは小学生と中学高校生のクラスに分ける。 

           ２００ｍ以上の種目はクラスを分けずにレースを行う。 

５ 競技種目  自由形    ５０  １００  ２００  ４００ 

        背泳ぎ    ５０  １００ 

        平泳ぎ    ５０  １００ 

        バタフライ  ５０  １００ 

        個人メドレー ２００ 

        メドレーリレー５０×４ 

リレー    ５０×４ 

６ 申込規定  （１）資  格  京都北部地域・近県に所在する学校またはスイミングスクール 

                 在籍者で、小学校・中学校・高等学校の生徒に限る。 

        （２）申込制限  １人  ３種目以内（リレーは除く） 

        （３）申 込 金  １人  ２００円（記録会形式で記録賞はありません） 

                 リレー ２００円（１種目） 

                     プログラムにおいては各チームに１部をお渡しします。 

当日販売もありますが予約もできます。（1部 200 円） 

        （４）申 込 先  〒620-0876 京都府福知山市字堀３４７１－１ 

                 福知山成美高等学校 上田善弥 宛 

                 TEL 0773-22-6224 

        （５）申込期日  平成２９年１２月５日（火）必着 

        （６）申込方法  Web－swimsysでエントリー入力後、別紙規定の参加申込書に 

必要事項を入力し、 Web-SWMSYS で印刷された書類 

（ 個人種目ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ一覧表、リレー種目ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ一覧表 ）を申し込むこと。 

提出書類： 参加申込書、 個人種目ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ一覧表、リレー種目ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ一覧表(ｴﾝﾄﾘｰがある場合のみ)  

※ Web 登録されていない選手については性別、学年、氏名、氏名ふりがな、生年月日、種目、タイム 

をメモ書きで必ず添付のこと。申込書チェック欄には「未登録」と記入 

 

７ 団体総合得点については、小学校の部、中学校の部の各個人種目において上位６位までに、１位６点、以

下１点減の６位まで、リレー種目は 1 位１２点、以下２点減の得点をあたえ、男女別で総合順位を決定し

３位まで表彰する。 

なお、高体連から出場の高校生は両丹新人大会の規定による。 

SC から参加の高校生はオープン参加とする。 

 

８ その他  （１）会場への入場は８時３０分以降とする。 

       （２）ゴミは全て各自で持ち帰ること。 

       （３）競技役員の方以外（保護者等）のお車はできる限り乗り合わせをお願いします。 



開会式  １０：００  １ 開会宣言  ２ 会長挨拶  ３ 審判長注意 

 

    競  技  順  序                               

 

１ 小学女子５０ｍ×４ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰタイム決勝   25  小学女子１００ｍ自由形  タイム決勝 

２ 小学男子５０ｍ×４ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰタイム決勝   26  小学男子１００ｍ自由形  タイム決勝 

３ 中高女子５０ｍ×４ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰタイム決勝      27  中高女子１００ｍ自由形  タイム決勝 

４ 中高男子５０ｍ×４ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰタイム決勝   28  中高男子１００ｍ自由形  タイム決勝 

５   女子４００ｍ自由形  タイム決勝      29  小学女子１００ｍ背泳ぎ  タイム決勝 

６   男子４００ｍ自由形  タイム決勝      30  小学男子１００ｍ背泳ぎ  タイム決勝 

７ 小学女子 ５０ｍ自由形  タイム決勝     31  中高女子１００ｍ背泳ぎ  タイム決勝 

８ 小学男子 ５０ｍ自由形  タイム決勝     32  中高男子１００ｍ背泳ぎ  タイム決勝 

９ 中高女子 ５０ｍ自由形  タイム決勝   33  小学女子１００ｍ平泳ぎ  タイム決勝 

10 中高男子 ５０ｍ自由形  タイム決勝    34  小学男子１００ｍ平泳ぎ  タイム決勝 

11 小学女子  ５０ｍ背泳ぎ  タイム決勝   35  中高女子１００ｍ平泳ぎ  タイム決勝 

12 小学男子 ５０ｍ背泳ぎ  タイム決勝    36  中高男子１００ｍ平泳ぎ  タイム決勝 

13 中高女子  ５０ｍ背泳ぎ  タイム決勝   37  小学女子１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝 

14 中高男子 ５０ｍ背泳ぎ  タイム決勝      38  小学男子１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝 

15 小学女子 ５０ｍ平泳ぎ  タイム決勝      39  中高女子１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝 

16  小学男子 ５０ｍ平泳ぎ  タイム決勝      40 中高男子１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝 

17  中高女子 ５０ｍ平泳ぎ  タイム決勝      41      女子２００ｍ自由形  タイム決勝 

18  中高男子 ５０ｍ平泳ぎ  タイム決勝      42      男子２００ｍ自由形  タイム決勝 

19  小学女子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝      43 小学女子５０ｍ×４ ﾘﾚｰ  タイム決勝 

20  小学男子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝      44 小学男子５０ｍ×４ ﾘﾚｰ  タイム決勝 

21  中高女子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝     45 中高女子５０ｍ×４ ﾘﾚｰ  タイム決勝 

22  中高男子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  タイム決勝    46 中高男子５０ｍ×４ ﾘﾚｰ  タイム決勝 

23      女子２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ タイム決勝                       競技終了 

24      男子２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ タイム決勝      

昼食休憩   １２：００～１２：４５      

午後招集開始       １２：４５   

                    

閉会式 １５：００   

１ 両丹高等学校水泳競技新人大会 成績発表 

２ 両丹高等学校水泳競技新人大会 表彰 

３ オール両丹水泳競技大会    成績発表 

４ オール両丹水泳競技大会    表彰 

５ 会長挨拶 

６ 講評 

 

後片付け（京都府高体連両丹支部水泳専門部） 



（様式１）

■申込団体

※プログラムに記載される団体略称名（漢字等）です

〒

TEL: FAX:

できる限り、多数の競技役員をお願いします。 公認資格は、該当部分のセルをクリックし、リストから種別を選択して下さい。

■参加人数　（リレーのみ参加選手を含む）

名 名 名

■参加種目エントリー数一覧表 （エントリーした男女別種目数を書いてください）

種目 種目 種目

種目 種目 種目

■申込金

円× 人 ＝

円× 種目 ＝

円× 冊 ＝

■参加者名簿　（競泳） オープン参加の種目については、10分以上のｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑにして下さい。
※Web-SWMSYSのエントリーTIME一覧表を出力し、種目・エントリータイムに間違いがなければチェック欄にチェックを記入して下さい。※40名を超える場合は2枚目をご使用下さい。

学年 学年

上記の者が標記大会に出場することを認めます。 平成 年 月 日

代表者
㊞

団体連絡先

参加費
個人 １人

男子 女子

第23回オール両丹水泳競技大会 参加申込書（参加人数一覧）

本部確認欄

登録団体番号 団体略称（全角６文字以内）

団体名

団体住所

申込責任者

リレー種目 １種目

合計

男子 女子 合計

円

200 円

200

合計

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 予約 １冊 200

性別 氏　　名 チェック欄 性別

円

円

氏　　名 チェック欄

競泳

リレー 男子 女子 合計

個人

引率責任者

PC-E-mailアドレス 引率者携帯電話

競技役員名 公認審判資格 競技役員名 公認審判資格
競技役員

(　　種) 競技役員２

競技役員

(　　種)

競技役員３ (　　種) 競技役員４ (　　種)

競技役員１



（様式１）

■申込団体

※プログラムに記載される略称名です

2 6 1 9 9 中 丹 Ｓ Ｃ

〒

TEL: FAX:

できる限り、多数の競技役員をお願いします。 公認資格は、該当部分のセルをクリックし、リストから種別を選択して下さい。

■参加人数　（リレーのみ参加選手を含む）

名 名 名

■参加種目エントリー数一覧表 （エントリーした男女別種目数を書いてください）

競泳

種目 種目 種目

種目 種目 種目

■申込金

円× 9 種目 ＝

円× 5 種目 ＝

円× 9 冊 ＝

■参加者名簿 ※Web-SWMSYSのエントリーTIME一覧表を出力し、種目・エントリータイムに間違いがなければチェック欄にチェックを記入して下さい。

学年 学年

中3

中1

小6

小4

高3

中1

小5

小3

小2

上記の者が標記大会に出場することを認めます。 平成 29 年 12 月 1 日

代表者 ㊞丹波　一郎

舞鶴　二郎 (２種・C級)

(　　種)競技役員３ 綾部　京子 (資格なし) 競技役員４
競技役員１ 丹波　一郎 (B級審判) 競技役員２

競技役員 競技役員
競技役員名 公認審判資格 競技役員名 公認審判資格

女 乙訓　花子 未登録

女 北　恵子

女 左京　翔子 ✔

✔

女 友岡　道子 ✔

女 山科　涼子 オープン

男 右京　太郎

男 伏見　亮太 ✔

✔

男 南　次郎 ✔

男 乙訓　一郎 ✔

円

性別 氏　　名 チェック欄 性別 氏　　名 チェック欄

合計 4,600

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 予約 １冊 200

1,000 円
参加費

個人 １人

個人 男子

1,800 円

200 1,800 円

リレー種目 １種目 200

合計 9

17

リレー 男子 1 女子 2 合計 3

男子 4 女子 5

7 女子 10 合計

申込責任者 丹波　一郎 　引率責任者 丹波　一郎

団体住所 622-0073 福知山市字堀３４７１－１

団体連絡先 0773-22-**** 0773-22-****

登録団体番号 団体略称（全角６文字以内）

団体名 中丹スイミングクラブ

第23回オール両丹水泳競技大会 参加申込書（参加人数一覧）

本部確認欄

記　入　例


