
１．主　　催 栃木県水泳連盟

２．期　　日 令和元年１１月２４日（日） 午前８時１５分開会式　  　８時３０分競技開始

開場午前７時００分

３．会　　場 栃木県立温水プール館 小山市外城３７１番地１

ＴＥＬ　０２８５－２２－４６１７

４．競技種目及び実施要項

(1) 個人種目別競技とする。

(2) 男女とも小２年以下、小３・４、小５・６、中１・２、中３以上の年齢区分別に行う。

ただし、競技の関係で同時に競技を進行させることもある。

リレー種目は小3以下、小４～小６、中1以上の3区分別で行う。

(3) 各種目とも年齢区分別によるタイムレース予選、決勝とします。

※エントリー人数１０名以下の種目は、決勝のみとする。

(4) クラブチーム対抗戦　（男女総合優勝、男子総合優勝、女子総合優勝）、個人は各種目3位まで表彰する。

得点（1位8点、2位7点･･8位1点・ﾘﾚｰ得点も個人競技得点と同様）の最も多いチームを優勝とする。

得点が同点の場合は次の順序とする。

    (1) リレー種目による得点の多いチーム。

    (2) 入賞者の多いチーム（リレー種目は4名）。

    (3) 1位の多いチーム、以下8位まで。

(5) 参加資格

ア ２０１９年度（公財）日本水泳連盟登録者（栃木県登録団体からの参加とする）

※高等学校３年生までの出場を認める。

(6) 競技種目

小２以下 小３～４ 小５～６ 中１～２

５０ｍ ５０ｍ、１００ｍ ５０ｍ、１００ｍ １００ｍ、２００ｍ

５０ｍ ５０ｍ、１００ｍ ５０ｍ、１００ｍ １００ｍ、２００ｍ

５０ｍ ５０ｍ、１００ｍ ５０ｍ、１００ｍ １００ｍ、２００ｍ

５０ｍ ５０ｍ、１００ｍ ５０ｍ、１００ｍ １００ｍ、２００ｍ

２００ｍ ２００ｍ ２００ｍ

小４～小６ 中１以上

２００m ４００ｍ

２００m ４００ｍ

(7) 参加申込制限　　　１名２種目以内（但しリレー種目は除く）

        区分ごと１チーム１種目３名以内　（厳守すること）

　　　　リレー種目は年齢区分につき１チームとする。

※　オープン参加の出場は認めません。

(8) 参　加　料　　　　　

(9) 申込方法 （１）　 (公財）日本水泳連盟競技者登録システム（Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳ）によるエントリーを

　　　行うこと。

　　　リレーのクラスコード　　　小３以下：０６　　　小４～６：０７　　　　　中１以上：０８

※　個人種目のクラスコードは入力しない

（２）　提出申込書類

　　　①　競技会申込明細表

平　泳　ぎ

個人種目　　　１種目　　　１，０００円

リレー種目　　１チーム  　１，５００円

１００ｍ、２００ｍ

団体参加費　 １団体　　　５，０００円

２００ｍ

メドレーリレー

フリーリレー

２００ｍ

２００ｍ

リレー種目 小３以下

第１０回栃木県水泳連盟SC対抗水泳競技大会要項　

自　由　形

個人種目

個人メドレー

背　泳　ぎ

バタフライ

中３～高３

１００ｍ、２００ｍ

１００ｍ、２００ｍ

１００ｍ、２００ｍ



　　　②　競技会申込（エントリーＴＩＭＥ）一覧

　　　③　競技会申し込み（リレー）データ一覧表

　　　④　大会申込金の払込票の原本または写し

以上を締切日迄に提出してください。

※ 申込先 〒３２１－０９１７　　宇都宮市西刑部町３７６７

鈴木　正儀　（宛）　　　ＴＥＬ　０９０－７９４２－６７７６

※ 申込金 足利銀行真岡支店　　普通　３４９２９４９　　

名義　　　栃木県水泳連盟杯SC対抗水泳競技大会　　　代表      鈴木　正儀

（振込票の原本または写しを申し込み書類と共に送付すること。）

(10) 申込締切日 令和元年１０月１７日（木）　～　１０月２５日（金）　　　正午必着

(11) 競技役員についてのお願い

参加チームは、２名競技役員を派遣してください。

(12) そ　の　他

ア チーム選手の参加人数によりスタンドの場所を指定します（正面玄関掲示）。

イ 会場利用の諸注意を厳守のこと。

※ 大会中の事故等には責任を負いかねますので各自健康管理に充分注意してください。

５．競技順序

1 女子　２００ｍメドレーリレー　タイム決勝 ３１　女子　２００ｍ個人メドレー　　   決勝

2 男子　２００ｍメドレーリレー　タイム決勝 ３２　男子　２００ｍ個人メドレー　　   決勝

3 女子　４００ｍメドレーリレー　タイム決勝 ３３　女子　　５０ｍ自由形　　  　　   決勝

4 男子　４００ｍメドレーリレー　タイム決勝 ３４　男子　　５０ｍ自由形　　　  　   決勝

5 女子　２００ｍ個人メドレー　  　予選 ３５　女子　　５０ｍ平泳ぎ　　　　　   決勝

6 男子　２００ｍ個人メドレー　  　予選 ３６　男子　　５０ｍ平泳ぎ　　　　　   決勝

7 女子　　５０ｍ自由形　 　　　　　 　予選 ３７　女子　２００ｍ自由形　  　　　   決勝

8 男子　　５０ｍ自由形　 　　　　　 　予選 ３８　男子　２００ｍ自由形　  　　   決勝

9 女子　　５０ｍ平泳ぎ　 　　　　　 　予選 ３９　女子　２００ｍ平泳ぎ　　　　　   決勝

10 男子　　５０ｍ平泳ぎ　　   　　　 　予選 ４０　男子　２００ｍ平泳ぎ　　　　　   決勝

11 女子　２００ｍ自由形　 　　　　　 　予選 ４１　女子　２００ｍバタフライ　 　　   決勝

12 男子　２００ｍ自由形　 　　　　 　予選 ４２　男子　２００ｍバタフライ　 　　   決勝

13 女子　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　 　予選 ４３　女子　２００ｍ背泳ぎ　　  　　   決勝

14 男子　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　 　予選 ４４　男子　２００ｍ背泳ぎ　    　　   決勝

15 女子　２００ｍバタフライ　   　　　 　予選 ４５　女子　　５０ｍバタフライ　 　　   決勝

16 男子　２００ｍバタフライ       　　 　予選 ４６　男子　　５０ｍバタフライ　 　   決勝

17 女子　２００ｍ背泳ぎ　　　　　　　 　予選 ４７　女子　　５０ｍ背泳ぎ　  　　　   決勝

18 男子　２００ｍ背泳ぎ　 　 　　　 　予選 ４８　男子　　５０ｍ背泳ぎ　　  　　   決勝

19 女子　　５０ｍバタフライ　　　　　 　予選 ４９　女子　１００ｍ自由形　　　　　   決勝

20 男子　　５０ｍバタフライ　　　　　 　予選 ５０　男子　１００ｍ自由形　　　　　   決勝

21 女子　　５０ｍ背泳ぎ　　 　　　　 　予選 ５１　女子　１００ｍ平泳ぎ　　  　　   決勝

22 男子　　５０ｍ背泳ぎ　 　　　　　 　予選 ５２　男子　１００ｍ平泳ぎ　  　　   決勝

23 女子　１００ｍ自由形　　 　　　 　予選 ５３　女子　１００ｍバタフライ　   　   決勝

24 男子　１００ｍ自由形　　 　　　 　予選 ５４　男子　１００ｍバタフライ  　 　   決勝

25 女子　１００ｍ平泳ぎ　 　　　　　 　予選 ５５　女子　１００ｍ背泳ぎ　　　　　   決勝

26 男子　１００ｍ平泳ぎ　 　　　　　 　予選 ５６　男子　１００ｍ背泳ぎ　　　　   決勝

27 女子　１００ｍバタフライ　  　　　 　予選 ５７　女子　２００ｍフリーリレー　タイム決勝

28 男子　１００ｍバタフライ 　 　　　 　予選 ５８　男子　２００ｍフリーリレー　タイム決勝

29 女子　１００ｍ背泳ぎ　　 　　　　 　予選 ５９　女子　４００ｍフリーリレー　タイム決勝

30 男子　１００ｍ背泳ぎ　 　　　　　 　予選 ６０　男子　４００ｍフリーリレー　タイム決勝


