
２０２１年度 第５６回 中国春季水泳競技大会 

大会コード ３４２１６９１ 

 
１．主    催  (一財)広島県水泳連盟   中国新聞社 

 

２．後    援  広島県   （公財)広島県スポーツ協会   広島市   広島市教育委員会          

(公財)広島市スポーツ協会 

 

３．主    管  広島市水泳連盟   (一財)広島県水泳連盟競技運営委員会 

 

４．期    日    ２０２１年５月２２日（土）競技開始 ９時 ４０分 

２３日（日）競技開始 ９時 ３０分 

 

５．会  場    ひろしんビッグウェーブ（広島市総合屋内プール） 

広島市東区牛田新町１－８－３  TEL０８２－２２２－１８６０ 

 

６．競技方法     

（１）男女共個人種目競技とし、下記グル－プを対象に行います。 

（２）予選は各年令区分を越えて同時にレースを行います。決勝はグループ別の上位１０名とします。 

    但し、女子８００ｍ・男子１５００ｍ自由形はタイム決勝とし、１３歳以上の無差別として実施

します。 

   １３～１４歳・１５歳以上の背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライに５０ｍ種目を設けます。       

但し、決勝競技は 13 歳以上の無差別として実施します。 

（３）決勝は予選の結果、上位１０名が出場できます。但し、棄権者が出た場合は、次点上位より順次

出場権を与えます。予選ランキング１１位、１２位の選手は決勝の招集を受けてください。 

（４）決勝進出について、同記録で予定人員より増加した場合は抽選を行います。 

（５）グル－プ別（大会初日の満年齢とします） 

（Ａ）１０歳以下 （Ｂ）１１～１２歳 （Ｃ）１３～１４歳 （Ｄ）１５歳以上 

（６）【(一財)広島県水泳連盟ガイドライン】ホームページ http://swim34.org/①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沿って競技を実施します。 

   

７．表  彰  各グループ各種目の決勝上位３名にメダルを贈ります。 

        但し、背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの 50m 種目については、13 歳以上の無差別で表彰

します。 

 

８．競技種目                               

 種  目 10 歳以下 11～12 歳 13～14 歳 15 歳以上 

自 由 形 50ｍ・100ｍ 
50ｍ・100ｍ 

200ｍ 

50ｍ・100ｍ・200ｍ 

400ｍ・800ｍ(女) 

1500ｍ(男) 

50ｍ・100ｍ・200ｍ 

400ｍ・800ｍ(女) 

1500ｍ(男) 

背 泳 ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ・100ｍ 50m・100ｍ・200m 50m・100ｍ・200m 

平 泳 ぎ 50ｍ・100ｍ 50ｍ・100ｍ 50m・100ｍ・200m 50m・100ｍ・200m 

バ タ フ ラ イ 50ｍ・100ｍ 50ｍ・100ｍ 50m・100ｍ・200m 50m・100ｍ・200m 

個人メドレー 200ｍ 200ｍ 200ｍ・400ｍ 200ｍ・400ｍ 

 

※13歳以上（15歳以上も含む）の選手が 800・1500m自由形、50m 背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライに 

エントリーする場合は、WebSwmsysのクラスプルダウンから『05 無差別』を選択してください。 

他種目のクラス選択はしないでください。 
 

 

 

http://swim34.org/


９．競技順序 

 

 

 

          

                  

          

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

10．申込規定 

 （１）資  格 （公財）日本水泳連盟登録選手であること。 

 （２）制  限 1 名４種目まで 

但し、下記の標準記録を突破した者に限ります。 

        （Ａ）10 歳以下については、資格級 10 歳の 5 級以上 

        （Ｂ）11～12 歳については、資格級 12 歳の 5 級以上 

        （Ｃ）13～14 歳については、資格級 14 歳の 5 級以上 

        （Ｄ）15 歳以上については、資格級 15～16 歳の 5 級以上 

        （Ｅ）800ｍ自由形は資格級 15 歳～16 歳の 7 級以上 

1500ｍ自由形は資格級 15 歳～16 歳の 8 級以上 

            

 （３）申込方法 

     ①の方法で申込み、用紙を締切日必着で、（一財）広島県水泳連盟事務局に②、③を郵送して

ください。 

① 登録団体は、Web-SWMSYS にてエントリーを行ってください。 

② Web-SWMSYS で｢競技会申込明細表｣を印刷後に、代表者・担当者欄に押印してください。 

③ Web-SWMSYS で｢競技会申し込み(エントリーTIME)データ一覧表」を印刷してください。 

④ 申込金を次の口座に払込み、受領証は登録団体で保管してください。 

⑤ 各団体の責任者は、【(一財)広島県水泳連盟ガイドライン】ホームページhttp://swim34.org/ 

③チェックリスト選手・監督・コーチが順守すべき事項を熟読し、⑤体調記録表、⑥行動 

履歴書、⑦大会参加同意書を提出させてください。（各団体で保管）※提出を求めること

もあります。 

また、大会当日は④チーム体調管理報告用紙を受付に提出してください。 

⑥ （一財）広島県水泳連盟発行の領収証が必要な場合は｢競技会申込明細表｣の余白に、 

正確な宛名、領収証が必要な金額、但書き等の必要事項を明記してください。 

⑦ 申込金は、エントリー締め切り後、大会開催確定した後、５月８日（土）までに指定口座

に振り込みをしてください。 

 

    【注】払込みの際の通信欄は 

       ｢中国春季｣+｢団体登録番号｣+｢登録団体名｣としてください。 

       《例》中国春季３ｘｘｘｘヒロケンスイ 
    【注】払込手数料は、登録団体でご負担ください。 

    【注】申込み内容に不備があった場合、また当水連からの問合せに回答がない場合や、問合せ

先不明・不在等の場合は参加できないこともあるので十分注意してください。 

 

≪１日目≫ 

200ｍ 背泳ぎ 

200ｍ  平泳ぎ 

200m バタフライ 

50m  背泳ぎ 

50m  平泳ぎ 

50ｍ  バタフライ 

200m 自由形 

200m  個人メドレー 

50m 自由形 

800m （女）自由形 

1500ｍ（男) 自由形 

≪２日目≫ 

400ｍ 自由形 

100ｍ 背泳ぎ 

100ｍ 平泳ぎ 

100ｍ バタフライ 

400ｍ 個人メドレー   

100ｍ 自由形 



◎郵便振替口座 ０１３２０－４－１０８２７１ 

 

◎ゆうちょ銀行 一三九 店 当座 ０１０８２７１ 

 

口座名義 一般財団法人 広島県水泳連盟 

 （４）郵 送 先 

     〒７３３－０００３  広島県広島市西区三篠町１－８―５ 

     （一財）広島県水泳連盟 中国春季大会 係 

     TEL 082-836-5400     FAX 082-836-5405 

 （５）申 込 金 

     個人種目  1 種目 1,500 円 

     プログラム 1 冊 800 円(当日売 1,000 円) 

     記録入りプログラム 1 冊 3,000 円 

※ 申し込みに間違いがあった場合を含めて、一度入金したものは、返金しません。なお、新

型コロナウイルス等の影響によりやむを得ず大会を中止する場合は、振込手数料その他諸

費を差し引いて返金いたします。「競技会申込明細表」に必ず振込先と口座番号を記入し

てください。 

 （６）締  切   ２０２１年４月１９日(月)正午必着 

     ※締切日までに申込書が確認できない場合は受付けできません。申込金は、エントリー締め 

切り後、大会開催確定した後、指定日までに振り込みをしてください。 

①４月２１日(水)正午から４月２２日(木)まで、(一財)広島県水泳連盟ホームページ、

http://swim34.org/に申込み状況を掲載しますので競技会申込み一覧と違う場合、     

また年齢とグループが違う場合は、申込み状況掲載期間内に FAX で事務局まで      

送信してください。（種目・距離変更は受付できません。） 

但し、登録団体からの FAX のみ受付けます。 

なお、掲載期間以外ならびに大会当日の訂正は受付けませんので、参加団体は       

期間内に必ず確認してください。 

    ②年齢確認（大会初日 5月 22日満年齢）を必ずすること。 

年齢によっては、競技種目にない種目もあります。間違ってエントリーしていても 

出場できません(種目変更不可)。 

 （７）そ の 他 

    ①申込み団体には事前に日程・注意事項等を通知します。 

    ②要項等に変更がある場合は、広島県水泳連盟ホームページで発表します。 

    ③社会情勢により、制限することがあります。 

 

11．棄  権  予選を通過して決勝に進出した者が棄権する場合、棄権届出用紙に3,000円の棄権料を

添えて届け出ること。但し、アリーナ内でおきた事故によるもので、審判長が認めた

場合はこの限りではありません。 
 

【お願い】  １０名以上参加する広島県のチームは１名以上の帯同審判員（競技役員）を出してください。   

http://swim34.org/

