
令和 4年度京都府高等学校スプリント競技力向上記録会 実施要項 
（大会コード ： 2622305・公認）  

１ 主催・主管  京都府高等学校体育連盟水泳専門部   

 

２ 期日及び会場  

令和 5年 2月 26日（日）  洛星高等学校（25m×6レーン室内プール） 

             〒603-8342 京都市北区小松原南町 33  

                   ※選手開場：午前  7時 10分 測定開始：午前 9時 00分（予定） 

３ 競 技 方 法  

   ①男女別に行う。 

   ②参加種目は以下の表の通りとする。 

   ③タイム決勝方式にて行う。測定はすべて６名で行う。 

   ④令和 4年度公益財団法人日本水泳連盟競泳競技規則による。 

種目 男子 女子 

自由形 ５０ｍ １００ｍ ５０ｍ １００ｍ 

背泳ぎ ５０ｍ １００ｍ ５０ｍ １００ｍ 

平泳ぎ ５０ｍ １００ｍ ５０ｍ １００ｍ 

バタフライ ５０ｍ １００ｍ ５０ｍ １００ｍ 

個人メドレー １００ｍ  １００ｍ  

メドレーリレー ４×５０ｍ（混合） ※男女２名ずつ 

 

４ 申 込 規 定  

 （１）参加資格 

   ア）京都府高等学校体育連盟に加盟している高等学校の生徒。 

   イ）同一顧問が指導する中高一貫校の中学生で、学校長の許可を受けた生徒については参加を認める。 

     ただし、この場合はオープン参加とする。 

   ウ）令和 4年度公益財団法人日本水泳連盟有料競技者登録が完了している者のみ出場を認める。 

 （２）出場制限 

   ア）１人４種目以内（リレーは除く）とする。 

   イ）付添教員の出席できない学校の生徒は出場できない。また、教員には競技役員をお願いする。 

     （付添教員は、当日８：１５に本部席前に集合してください。） 

 （３）参 加 料  

   ①参加料は以下の通りとする。 

    ア）競泳    １名１種目     ６００円   ※混合リレーの参加料はありません 

   ②参加料は、郵便振替で下記あてに納入すること。 

       郵便振替口座  ００９７０－５－１６１３９３ 

       口 座 名 義    京都府高体連水泳専門部 

   ③払込期間は以下の通りとする。 

       令和 5年 2月 27日（月）～3月 1日（水） 厳守のこと！！ 

 

５ 参加申込方法 

（１）エントリーデータについて 

① データ入力はWeb-SWMSYSの利用のみとし、令和5年 2月 14日（火）午後11時 59分までとします。 

なお、混合リレーは単独校のみで出場する場合のみWeb-SWMSYSでのエントリーを行ってください。 

（大会当日の追加エントリーも可能です。また、混合リレーに複数校で出場する場合は、大会当日にエントリー 

を行ってください。詳細は９．混合メドレーリレーについて を参照。） 

 

② 全国大会参加標準記録突破にかかわる場合のみ、①で行ったエントリーの追加・削除を、令和 5年 2月24日 

（金）午前 10時まで受け付けます。追加・削除を希望する場合は、５．（４）③に記載のメールアドレスへ E-mail 

にて連絡をしてください。 

 

 

 

 



（２）申込書類等 

   ① 参加申込書（参加人数一覧）       （様式１）     1部   

   ② 競技会申込（ｴﾝﾄﾘｰ TIME）一覧 （Web-SWMSYSで集計したものをA4で印刷） 1部 

   ③ 競技会申込（リレー）一覧 （Web-SWMSYSで集計したものをA4で印刷） 1部 

    ※③については、事前にWebエントリーした出場校のみ提出して下さい。なお、当日エントリーも可能です。 

＊ 以上 2～3点の書類をそろえて期日までに申し込むこと（簡易書留等は受付できません）。 

＜郵送先＞ 

〒604-8437  京都市中京区西ノ京東中合町 1 

西京高等学校  芳賀 康大  宛    ※封筒に団体番号（５桁）を記入すること。 

     ※５（１）②のエントリーの追加・削除を行った場合は、大会当日に提出した書類の修正を行って 

いただきますので、申込書類の追加発送は必要ありません。 

 

（３）申込締切日   令和 5年 2月 15日（水） 正午到着分まで（必着のこと） 

 

（４）参加エントリーの再提出および確認・訂正 

①エントリー締切後、出場種目一覧表を京都水泳協会HP上に掲載します。氏名、エントリー種目、エントリー 

 タイムに間違いがないか、必ず確認して下さい。なお、日水連旧登録番号は記載を行いません。 

     各校で確認の上、訂正がある場合は申込責任者（顧問）が期間内に E-mailにて連絡して下さい。 

 （選手個人・保護者からの訂正は受け付けません。必ず申込責任者に連絡の上、申込責任者から 

訂正連絡をして下さい。また、電話・FAXによる連絡は受け付けません。） 

 申込書類と照合の上、変更状況について回答します。 

    http://www.kyoto-swim.org/ （ 2月 18日 土曜日午後５時到着分まで） 

②エントリーデータに不備がありリザルトシステムに連携できない場合であっても、不備のあったチーム 

    申込責任者からの訂正連絡がない限り、本部としてデータ修正は行いません。 

 この場合、プログラム編成時に競技団体・競技者が除外されてしまいますが、訂正連絡がない場合は 

    参加放棄とみなし、エントリーを取り消します。なお、この場合の参加料等の返還は行いません。 

③当日の訂正は競技運営に大きな支障をきたすため、一切受け付けません。 

   連絡先  芳賀 康大 （京都府高体連水泳専門部・記録担当） 

E-mail hagaswim16 @ gmail.com 

 

６ 新型コロナウイルス感染拡大予防対策について 

   （公財）日本水泳連盟が定める「水泳競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」および（一社）京都 

  水泳協会が定めるガイドラインに沿って競技会を行う。 

   本大会では、密になる状況を避け、飛沫感染を防止するため、別途以下の内容を実施する。 

   ・会場内の入場は出場する選手、引率責任者およびチームが認めたコーチ、競技役員のみ許可する。 

    保護者等一般来場者の入場及び応援を禁止とし、無観客大会とする。   

   ・会場内ではマスクを着用し、練習時および招集終了から競技終了までの間を除き着用すること。 

   ・控え場所での密を避けること。近接する選手同士は１ｍ程度の間隔をあけるとともに、観客席も間隔を空けて

使用すること。 

   ・声を出す応援は控えること（選手同士の飛沫感染防止のため）。また、道具を使用した応援は禁止とする。 

   ・会場内での不要不急の会話は行わないこと。会話の際は必ずマスクを着用し、対面での会話を行わないこと。 

   その他、京都水泳協会Webサイトに追加連絡等を掲載することもあるので、種目確認後も確認すること。 

 

７ そ の 他 

   洛星高等学校を会場とするため、以下の諸注意事項を確認の上、厳守するようにして下さい。 

   出場校は、以下の項目について、必要に応じて選手・保護者等への連絡を徹底して下さい。 

   なお、会場内の関係者については、以下の項目について承諾したものとみなします。 

 

  ＜引率教員について＞ 

  ・ 付添教員は、測定当日競技役員をお願いします。 

・ 測定当日の８：１５に本部席前に集合してください。 

 

＜競技運営に関して＞ 

・ プログラムは事前に申し込み責任者宛にメールにて送付します。各校の責任で印刷・持参してください。 

・ 参加人数に応じて、ドント式にて生徒補助役員の割り振りを行います。 

  ・ 棄権の際は、競技および記録測定に支障をきたすため、測定開始予定時間の 1時間前までに必ず棄権届を 

    書面にて提出して下さい。 

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


  ・ 控え場所はお互い譲り合って使用して下さい。過度の占有については本部より適宜指示を行います。 

・ 当日の選手の健康管理と、会場での貴重品の管理には十分注意して下さい。 

・ 忘れ物の問い合わせについては、京都水泳協会事務局に行って下さい。（保管は大会終了後１週間までとします） 

＜結果に関して＞ 

・ 測定結果については、大会終了後に（一社）京都水泳協会 HPにプログラム形式にて掲載します。 

・ 本記録会の記録に関する問い合わせは、上記連絡先に E-mailにて照会して下さい。京都水泳協会事務局への 

    電話による連絡は固くお断り致します。 

 

＜その他全般について＞ 

・ ごみは会場設置のゴミ箱を使用せず、各チームで責任をもって持ち帰り、きちんと処理して下さい。 

  ・ 開場前・競技終了後は特に会場周辺の迷惑にならないようにして下さい。 

  ・ 当日の天候等によっては、選手開場時間を早めることもあります。 

 

８ 競 技 順 序   

1 女子  100m 自由形 タイム決勝 11 女子   50m 自由形 タイム決勝
2 男子  100m 自由形 タイム決勝 12 男子   50m 自由形 タイム決勝
3 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 13 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝
4 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 14 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝
5 女子  100m バタフライ タイム決勝 15 女子   50m バタフライ タイム決勝
6 男子  100m バタフライ タイム決勝 16 男子   50m バタフライ タイム決勝
7 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 17 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝
8 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 18 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝
9 女子  100m 個人メドレー タイム決勝 19 混合 4×50m メドレーリレータイム決勝

10 男子  100m 個人メドレー タイム決勝  
 

９ 混合メドレーリレーについて 

 本大会での混合メドレーリレーについては、以下の通りとします。 

 

 １．競技規定について 
  ・泳順は、通常のメドレーリレーと同様である。 

  ・事前にWeb-SWMSYSを使ってエントリーされた、単独校の選手のみで構成されたチームの記録のみ公認される。 

  ・混合リレー種目の第１泳者の記録は公認されない。 

  ・出場選手は、男女２名ずつとする。 

  ・出場選手は、どの種目に出場しても構わない（男女による種目制限はない）。 

  ・混成チームの場合は、出場予定校を併記したチーム名とする。 

 

  例）Ａ高校（男女共学校）、Ｂ高校（男女共学校）、Ｃ高校（男子校）、Ｄ高校（男子校）、Ｅ高校（女子校） 

 

出場校 エントリー 男子 女子 記録 

Ａ高校 Web-SWMSYS ２名 ２名 公認 

Ａ高校 

当日 

２名 ２名 

非公認 

Ｃ高校・Ｅ高校合同 Ｃ・２名 Ｅ・２名 

Ｄ高校・Ｅ高校合同 Ｄ・２名 Ｅ・２名 

Ａ高校・Ｂ高校合同 Ａ・２名 Ｂ・２名 

Ｂ高校・Ｃ高校合同 Ｂ・２名 Ｃ・２名 

Ａ高校・Ｂ高校合同 Ａ・１名、Ｂ・１名 Ｂ・２名 

 

 ２．エントリーについて 
  出場を希望する場合、以下の方法でエントリーを行ってください。 

   

 方法１：Web-SWMSYSでエントリーを行う（単独校のみ） 

  ・通常の大会と同じように、リレーにチェックを入れてください。 

   （複数チームが出場する場合、A、B、C・・・と区別をしてください） 

  ・大会当日は、出場チームにあわせたリレーオーダー用紙を提出してください。  

 

 方法２：当日、申請を行う 

  ・当日、大会本部が用意する「出場申請書」とリレーオーダー用紙を提出してください。 


