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第１７回 奈良県短水路選手権水泳競技大会

（大会コード ２９２２７２１）

◇主 催 （一社）奈良県水泳連盟

◇後 援 奈良県教育委員会

◇期 日 ２０２２年（令和４年）１２月１１日（日）、１２月１８日（日）

◇会 場 スイムピア奈良 室内プール（公認２５ｍ×１０レーン）

※新型コロナウイルス感染症予防対策について

（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」に従うものとする。

なお、基本方針や各ガイドラインの内容が状況に応じて変更されることがあるため、参加者は記載内容を適

宜確認すること。

また、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、大会運営や競技順序の変更を行う場合があるので、大

会１週間前を目安にＨＰにて公開する追加要項を必ず確認のこと。

◇競技方法

（１）競技は、２０２２年度（公財）日本水泳連盟競技規則により、種目別、男女別に行います。

（２）予選競技は、混合分け方式による組み合わせとし、全年齢により行います。

（３）決勝競技は、男女とも8歳以下・9-10歳・11-12歳・13-14歳・15歳以上の区分別により行います。

（４）決勝競技は、予選の結果、各年齢区分の上位１０名が出場できます。

ただし、棄権者が出た時は、次点上位より順次出場権を与えます。

（５）決勝進出について、同記録で予定人数を超えた場合は、抽選を行います。

（６）自由形の男女800ｍ・1500ｍは13歳以上の無差別、200ｍバタフライ、200ｍ平泳ぎ、200ｍ背泳ぎ、

200ｍ自由形、400ｍ自由形の組み合わせは単純方式によるタイムレース決勝とし、競技結果はグループ

ごとに発表します。

（７）参加年齢の決定は、本大会初日の満年齢とします。

（８）年齢区分外種目への出場は認めません。

◇競技種目 男女とも同じ。

８歳以下 ９～12歳 13歳以上

50・100・200・400ｍ
自由形 50ｍ 50・100・200ｍ

男女800ｍ・1500ｍ（無差別）

背泳ぎ 50ｍ 50・100ｍ 50・100・200ｍ

平泳ぎ 50ｍ 50・100ｍ 50・100・200ｍ

バタフライ 50ｍ 50・100ｍ 50・100・200ｍ

個人メドレー 200ｍ 200ｍ 200・400ｍ

◇競技順序 別表の通り。

◇申込み規定

（１）資 格

①選手は（公財）日本水泳連盟競技者登録２０２２年度完了者であること。

②選手が所属する団体も同様に（公財）日本水泳連盟団体登録２０２２年度完了団体であること。

③（一社）奈良県水泳連盟団体登録２０２２年度完了団体であること。

④別に定める標準記録突破者であること。

（２）申 込 金 １人１種目１，０００円 リレー１種目２，０００円 プログラム１冊５００円

註；プログラムが必要な団体はエントリーの際、併せて申し込んで下さい。

（３）参加制限 なし。
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（４）申込方法

①Ｗｅｂ－Ｓｗｍｓｙｓを利用してエントリーを行います。

②Ｗｅｂ－Ｓｗｍｓｙｓの機能により「競技会申込明細表」を印刷してください。

③申込金振込先

南都銀行 天理支店 普通２３５７７８５ 一般社団法人奈良県水泳連盟

※振り込み手数料はご負担ください。

※振込者名義は、個人名ではなく「団体番号・チーム名」（例 29000 ○○SS）でお願いします。

④提出書類 ２種類

Ⅰ：競技会申込明細表

Ⅱ：振込明細領収証のコピー（競技会申込明細表の裏面に貼り付けのこと）

⑤申込場所

〒634-0065 橿原市畝傍町23番地 ＯＥＩ.ＳＷＩＭＭＩＮＧ.ＳＣＨＯＯＬ TEL 0744-24-5086

（一社）奈良県水泳連盟 「奈良県短水路選手権実行委員会」宛

⑥申込締切日 Web-Swmsys及び書類提出

Web-Swmsys ２０２２年１１月１５日（火）

資料提出 ２０２２年１１月１８日（金）正午必着（厳守）

◇表 彰

各種目３位までを表彰します。

◇棄権の届け出

棄権の届け出はできるだけ速やかに、少なくとも当該競技種目開始１時間前までに大会本部に届け出ること。

無断で棄権した場合は罰金3,000 円を徴収する。

◇決勝進出者の棄権

予選を経て決勝を行う競技会における決勝進出者の棄権については、１種目につき３，０００円をの棄権料を

徴収します。

◇競技役員

（１）参加者が20名以上の参加団体は３名、19名以下は２名選出して下さい。

役員の選出無き場合の参加は認めません。【 厳守 】

（２）競技開始前に役員点呼、会場設営、全体及び各パート別のミーティングを行います。

時間等については追加要項に記載します。

◇諸 連 絡

（１）追加要項は、大会１週間前を目安にＨＰにて公開しますのでご確認ください。

（２）プール使用上の注意

①各チームが使ったスタンド・プールサイド・更衣場所他、会場の片づけは必ず行ってください。

この点につきましては、各チームで徹底指導をお願いします。ゴミ袋は主催者より配布します。

（３）競技者が負傷した場合、応急処置は主催者側で行います。その後の責任は一切負いません。

（４）当日片付け

必ず、全チームで、責任を持って当日片付け（撤収）ならびに館内清掃に当たって頂きます。

チーム責任者は、片付けに当たってくださる方を必ず出してください。

段取りとしては、①競技会の片づけ、②館内清掃の順に行います。ご協力お願いします。
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競 技 順 序
※エントリーの状況で変更が出てくることもあります。当日の競技順序については追加要項を参照して下さい。

１）第１日 ２）第２日

１.２ 女男 50ｍ バタフライ 予 61.62 女男 200ｍ 個人メドレー 予

３.４ 女男 50ｍ 平泳ぎ 予 63.64 女男 100ｍ バタフライ 予

５.６ 女男 50ｍ 背泳ぎ 予 65.66 女男 100ｍ 平泳ぎ 予

７.８ 女男 50ｍ 自由形 予 67.68 女男 100ｍ 背泳ぎ 予

９ 女子 800ｍ 自由形 タ決 69.70 女男 100ｍ 自由形 予

10 男子 1500ｍ 自由形 タ決 ＝優秀選手表彰式＝

11.12 女男 200ｍ バタフライ タ決 71.72 女男 400ｍ 自由形 タ決

13.14 女男 200ｍ 平泳ぎ タ決 73-77 女子 200ｍ個人メドレー 決

15.16 女男 200ｍ 背泳ぎ タ決 78-82 男子 200ｍ個人メドレー 決

17.18 女男 200ｍ 自由形 タ決 83-86 女子 100ｍバタフライ 決

19.20 女男 400ｍ 個人メドレー タ決 87-90 男子 100ｍバタフライ 決

21-25 女子 50ｍ バタフライ 決 91-94 女子 100ｍ平泳ぎ 決

26-30 男子 50ｍ バタフライ 決 95-98 男子 100ｍ平泳ぎ 決

31-35 女子 50ｍ 平泳ぎ 決 99-102 女子 100ｍ 背泳ぎ 決

36-40 男子 50ｍ 平泳ぎ 決 103-106 男子 100ｍ 背泳ぎ 決

41-45 女子 50ｍ 背泳ぎ 決 107-110 女子 100ｍ 自由形 決

46-50 男子 50ｍ 背泳ぎ 決 111-114 男子 100ｍ 自由形 決

51-55 女子 50ｍ 自由形 決

56-60 男子 50ｍ 自由形 決


