
 

＊＊高体連関係 大会参加手続きの手順＊＊ 
令和２（２０２０）年度 

 

 

１ 大会に参加するための資格を得るために、日本水泳連盟に登録を行います 
 

   高体連の多くの大会は、（公財）日本水泳連盟によって記録が公認される「公認大会」です。 

   これらの大会に出場するためには、Web-SWMSYS というシステムを用いて、団体（高校） 

   と個人（生徒）データを登録します。 

   なお、登録書類の提出先は「京都水泳協会事務局」です（大会参加申込先とは異なります）。 

   手続きに関する詳細は、京都水泳協会ホームページの競技者登録に関する部分を御覧ください。 

http://www.kyoto-swim.org/main.htm 

 
   参考 団体登録費：１５，０００円（初回のみ） 

      個人登録費： １，８００円（１名１競技種目につき） 

 

２ それぞれの大会実施要項に基づいて参加手続きを行う（〆切期日厳守） 
 

  ＊大会実施要項・参加申込関係書類の入手方法 

     京都水泳協会 Web ページからダウンロードする。 

     URL ＝ http://www.kyoto-swim.org/ 

 

 

  ◎ 申込み（エントリー）方法 

 

  （１）エントリーデータの作成 

    ア Web-SWMSYS（インターネット上）を使用して大会エントリー処理を行う。 

  ＊具体的な操作方法については、京都水泳協会のホームページを御覧ください。 

      http://www.kyoto-swim.org/main.htm 

  

  （２）申込関係書類の提出 

  ア 提出書類 

     ① 参加申込書（参加人数一覧）    （様式１）  

     ② Web-SWMSYS より印刷したエントリー種目一覧表  

 

  イ 書類送付先     〒603-8342  京都市北区小松原南町 33 

                        洛星高等学校    宮 﨑   元   宛 

 

  （３）大会参加料の払い込み 

・郵便振替で行う。 

         振替口座  ００９７０－５－１６１３９３ 

         口座名義   京都府高体連水泳専門部 

 

・整理の都合上、各大会要項に記載の払い込み期間を厳守してください。 

 

・登録用の京都水泳協会の口座とは別ですので、間違いのないようにして下さい。 

印刷物による配布は行いません。 

必ず、最新のものをダウンロードし

て使用してください。 



 

３ エントリー内容の確認 
 

  ＊参加申込締切後、エントリー内容の確認の一覧表を Web ページに掲載します。  

   エントリーミス等で修正が必要な場合は、Web ページに掲載する締切日まで

に、必ず E-mai l で修正内容を知らせてください。  

 

      ○ホームページの URL  http://www.kyoto-swim.org/ 

 

      ○訂正がある場合の連絡先  

  南陽高校  鬼頭  宛  

E-mai l   kyotoswim@yahoo .co. jp 

件名に「エントリーデータ訂正（学校名）」と入力してく

ださい。  

 

                 電話による連絡は、お断りします。  

          また、 FAX による連絡は受付いたしません。  

 

      ○修正の〆切  

          大会ごとに Web ページに記載します。  

 

＊大会当日の訂正は受け付けません  
 

 

 

（最後に） 
 

★大会参加に関する書類等の配布や大会に関する諸連絡事項などの情報は、全て

ホームページを通じて行います。 

つきましては、平時は 1 週間に 1 度程度、大会前は前日まで Web ページを見

て頂きますようお願いいたします。 

 

京都水泳協会 Web ページ  

 http://www.kyoto-swim.org/ 
 

 
 

 



高体連水泳専門部顧問総会資料 

   

 

令和 2年度 競泳各大会の表彰式補助員及び清掃分担表 

 

                                                          2020 年 4 月 17 日現在 

年  月  日 曜   大 会 名     場  所 表彰補助員(3)   清 掃 担 当 

2020 ５ １６ 土 
【中止】 

総合体育大会 
アクアリーナ  京都文教 

洛星・京都外大西 

西城陽 

 ６ ２７ 土 
京都府高校選手権 

   第１日 
アクアリーナ   山城 

洛星・京都外大西 

西京 

 ６ ２８ 日 
京都府高校選手権 

   第２日 
アクアリーナ   山城 

洛南・京都両洋 

西城陽 

 ９ ２２ 祝 新人大会 アクアリーナ   なし 
西京・京都両洋 

洛南 

 １１  ３ 祝 秋季室内大会 綾部高校   なし 両丹地区高校 

 １２ １３ 日 冬季公認記録会 アクアリーナ   なし 
京都外大西・洛南 

京都文教 

2021 ２ １４ 日 室内選手権大会 アクアリーナ   なし 
西京・西城陽 

京都文教 

 ２ ２８ 日 スプリント大会 洛星高校 なし 洛星・京都文教 

 

2020 ６ １３ 土 
京都選手権 

   第１日 
アクアリーナ  山城 

洛星・京都外大西 

京都文教 

 ６ １４ 日 
京都選手権 

   第２日 
アクアリーナ   山城 

西城陽・洛南 

京都両洋 

※ 当番校水泳部員は大会当日にアップ・閉会式（最終レース）終了後、すぐに本部前に集合して当

日の指示を受けること。 

 

用務の内容 

A．表彰補助員(当番校より各大会最低３名) 

ⅰ．予選終了後、表彰席に表彰台の設置  

ⅱ．表彰の時間帯を確認して、順位が確定後すぐに入賞者・チームに、表彰時間帯と集合場所を

連絡し誘導する。 

ⅲ．表彰者の先導と賞状渡しの補助(1)、広蓋持ち(1)、被表彰選手の先導(1) 

 

B．清掃担当 

①準 備：タッチ板・各レーンの椅子、籠の設置・その他 

②後片づけ：タッチ板・スタート台・表彰台・選手用大型バケツの撤去、プールサイド全域の清掃、

階段下シートの撤去、生徒控え場所(アクアリーナサブプール)シート撤去、観客席の

ゴミ拾いと掲示物の収納、男女トイレ・更衣室の掃除、その他 

 

※ 京都水泳協会・SC 主催の大会に参加した場合も参加校は、積極的に準備、後片付けを行う事。 

 

 



【大切なことですから、本欄を読んで必ず守ってください】 

2019年４月１日 

公益財団法人 日本水泳連盟 
 

Ⅰ 宣伝・広告の媒体について 
 
本連盟では選手や役員のみなさんが宣伝・広告の媒体とならないように競技会の会場（招集所出口からテー

ブル・植栽・柵・チェーン・パーテーション等の造作物で仕切られた範囲内）内で着たり、持ち込んだりする

もの、たとえば水着やシャツ、トレーニングウェア、バッグなどのマークなどについて次のように制限をして

います。よく読んで必ず守ってください。 

１ ついていてもよいもの 

（１）自分の氏名、エントリーした所属（チーム・学校・クラブ等）の名称やマーク。 

（２）国旗・国または地域の名称、都道府県や市町村の名称やマーク。 

（３）公式競技会および公認競技会のシンボルマークや本連盟が認めたもの。 

（４）水着・ウェア等のメーカーロゴ・マーク。 

（５）事前に届出承認がされている、スポンサーロゴ。 

２ それぞれの大きさと数 

それぞれの大きさ（サイズ）は着用前の面積とします。採寸方法は正方形または長方形とみなし、縦×横で

面積を求めます。それぞれの面積は最大を示し、その範囲内であれば大きさに規定はありません。 

マークの種類／用途 
水着についていてよい

大きさと数 

ウェアについていてよ

い大きさと数 

その他のものについて 

いてよい大きさと数 

自分の氏名、エントリーした所

属の名称・マーク、国旗・国ま

たは地域等の名称やマーク、公

式・公認競技会のマークや本連

盟が認めたもの 

競泳は50㎠以内で 

１カ所。 

競泳以外の競技は大き

さ数に制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

メーカーのロゴ・マーク 

メーカーロゴまたはマ

ークは30㎠以内で１カ

所。（注１） 

メーカーロゴは40㎠以

内で１カ所。マークは 

20㎠以内であれば、いく

つ、ついていてもよい。 

メーカーロゴは20㎠

以内で１カ所。マーク

は20㎠以内であれば、い

くつ、ついていてもよい。 

事前承認されたスポンサーロゴ 30㎠以内で１カ所。 ・ 40㎠以内で１カ所。 20㎠以内で１カ所。 

注１ ワンピース水着の場合は、ウエストより上に１つウエストより下に１つ許され、ツーピース水着の場合

は、上部に１つ下部に１つが許される。ただし、これらの商標名は相互に隣接して置くことはできない。 

 

Ⅱ 国内競技会での競泳水着の取り扱いについて 
 
本連盟ならびに加盟団体が主催する競技会（公式競技会）と公認された競技会（公認競技会）の競泳競技に

おいて、着用できる水着は下記の通りです。 
 
１ ＦＩＮＡ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します。 

３ 水着へのテーピングおよび２次加工は禁止します。 

※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。 

 



本協会では、競技者の人権を守るため、原則としてカメラ・ビデオ等による競

技の撮影を禁止しております。ただしチーム関係者に限り撮影を許可します。 

これまでは、大会当日、受付にて希望される方に撮影許可証を発行してい

ましたが、平成２８年度より、大会当日の撮影許可証の発行は行いません。 

平成２８度より、撮影許可証を「個人」ではなく、登録競技団体（所属チー

ム）に対して発行いたします。よって、前もって所属チームにお申し出いただく

必要がありますのでご注意下さい。 

ただし、変更にともない方式が定着するまでの間、大会により旧方式による

撮影許可を行う場合があります。 

撮影の際は、これまで通り、撮影条件および注意を遵守いただきますようお

願い申し上げます。 

 

平成２８年４月８日 

京都水泳協会 

水泳大会における撮影許可の変更について【重要】 

撮影条件および注意 

（１）撮影時、撮影許可証（ビブス）を必ず着用して下さい。撮影許可証がなく撮影された場合、警察へ通

報する場合があります。 

（２）フラッシュの使用は絶対禁止します（競技スタートのピストル発光と混同する恐れがあります）。 

（３）大会役員が必要と判断する場合、撮影禁止または許可を取り消すことがあります。 

（４）不審な撮影行為があり、大会役員が必要と判断する場合、撮影内容を確認させていただくことがあ

ります。なお、撮影内容が不適切であると判断した場合、警察へ通報します。 

 

※スムーズな競技進行にご協力いただきますようお願い申し上げます。 



平成２８年４月８日 

京 都 水 泳 協 会 

平成２８年度 水泳大会での撮影許可証の方式変更について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用方法 

① これまでは主催者が関係者に撮影を許可していましたが、今後は、参加団体が関係者に撮影を許可することとなります。 

② 撮影許可ビブスは、登録団体に対し、１０００円/着で販売します。如何なる場合も個人に対しては販売しません。 

③ 登録団体は、協会事務局に「撮影許可申請」の上、郵便振替で希望数を支払って下さい。協会は申請者に対し「許可番号」

を発行します。申請者は使用にあたり、「許可番号」を自書して下さい。 

④ 変更にともない当方式が定着するまでの間、大会により旧方式の撮影許可を発行する場合があります。 

 

 

白枠の上段 

団体名を自書する。 

（略称可） 

白枠の下段 

許可番号を自書する。 

（指定番号：３桁） 

表・裏同様に

自書する 

自書は極太

マジックペ

ン等とし、

大きく明確

に書き込む 

京都ＳＣ 
京都ＳＣ 

４ ７ ３ 
４ ７ ３ 



京都アクアリーナ 使用上の諸注意 

京都府高等学校体育連盟水泳専門部 

 以下の項目をよく守り、マナーのよい行動をとってください。 

 

＜全般に関すること＞ 

１．プール内は土足およびスリッパの使用を禁止します。このため、アリーナ内は素足とします。 

 

２．貴重品の管理は、各チーム・個人で管理して下さい。 

 

３．ゴミは会場設置のゴミ箱を利用せず、必ず持ち帰ってください。 

 

４．カメラ・ビデオ等による撮影には、許可ビブスが必要です。 

 

５．招集所は、長・短水路ともにアリーナ内１レーン側ウッドデッキで行います。なお、招集は１回とします。 

 

６．記録速報については、２階エントランス（入口）付近のホワイトボードにて発表します。 

   なお、公認大会においては超速による結果配信も実施します（諸事情により運用できない場合もあります）。 

 

７．決勝レースにおいて、３位までに入賞した者（チーム）は表彰を行いますので、所定の表彰者控え場所に 

  残ってください。 

 

８．会場の使用については、今後も京都アクアリーナにお世話になるので大切に使用し、一切の迷惑をかけない 

  ようにしてください。別紙「京都アクアリーナを使用する競技会での送迎等について」も確認してください。 

 

９．阪急西京極駅から京都アクアリーナまでの道順について、看板や警備員の指示に従い、野球場南を通行 

  すること。線路脇マンション（線路南側）の通路は通行禁止とします。 

 

１０．不審者を見かけた時は、近くの競技役員または顧問の先生に申し出て下さい。 

 

＜長水路プールの使用について＞ 

１．長水路プール・スタンドの使用について 

  スタンド最前列の透明フェンスは低く、墜落する恐れがあり危険です。このため、以下のように使用を制限します。また、

多くの生徒がお互いに気持ちよく利用できるよう、以下の項目を守ってください。 

 （１）最前列は、着席のみ使用を許可します（最前列席前は通路としての利用を禁止します）。 

 （２）スタンドの椅子部分をブルーシート、毛布等で場所取り及び使用することは禁止します。 

 （３）スタンドの椅子部分での飲食は禁止します。 

 （４）水着でのスタンド使用を禁止します（スタンド席は衣服を着用して使用してください）。 

 

２．長水路プールにおける部旗の使用は３階のみとします。 

 

３．長水路プール使用時のアップは飛込プールの使用を許可します。２５ｍプールは一般開放のため、使用できません。 



京都アクアリーナを使用する競技会での送迎等について 

（一社）京都水泳協会 

 

  京都アクアリーナを使用する競技会等について、開場前および大会終了後での車両による送迎に 

 ついて、周辺住民の方々へ迷惑となるような行為が確認されています。 

  京都アクアリーナ周辺は住宅地であり、生活上での支障となるケースもあります。 

  このため、以下のような形で対応頂くよう、関係者への周知徹底をお願いします。 

 

  ＜留意事項＞ 

  ・京都アクアリーナ周辺の一般道路（図の赤い部分）では、駐停車は禁止されています。 

   ここでの大会関係者の送迎（朝・夕方）はおやめください。 

  ・駐車場の開場前、大会終了予定時間に、路上で長時間駐停車をしないでください。 

   ※警察による交通取り締まりについて、本協会は一切の責任を負いません。  

  ・朝、開場するまでの時間帯は外で大声を出す、走り回る等の行為はやめてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅地域 

京都 

アクアリーナ 

送迎による駐停車、駐車場

入り口前で入場待機をする

行為はおやめください。 
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