
 
第９回和歌山地域長水路 AA級大会 

 

１．主 催 日本スイミングクラブ協会  和歌山地域委員会 

２．主 管 日本スイミングクラブ協会  和歌山地域事業企画委員会 

３．管 轄 日本スイミングクラブ協会  和歌山地域事業企画委員会 
４．公 認 和歌山県水泳連盟 

５．日 時 令和５年２月１９日（日） 

  競技開始 ９時３０分 （開門午前８時００分） 
６．場 所 和歌山市・秋葉山公園県民水泳場プール(50ｍ)（〒641-0056 和歌山市秋葉町 4-11） 
７．競技方法 

（1）競技は、日本水泳連盟競泳競技規則により、種目別、男女別に行う。ただし、申込者が少数の場合、    

距離・種目が同一 であれば性別が違っていても一緒に競技を行うことがある。 
（2）競技は全てタイムレースとする。 
（3）競技に使用するプールは５０ｍ×８レーンとする。 

（4）競技を棄権する場合、棄権者の所属団体の責任者が当該競技の開始 30分前までに所定の様式により届
けなければならない。万 一、届け出を行わず競技を棄権した場合は、そのチームにペナルティーを与
えることもある。 

（5）全レース終了後、チャレンジレースを行うことがある。その場合、本大会でジュニアオリンピック標
準記録より、５０M種目プラス０．２０秒以内、１００M種目０．４０秒以内、２００M種目０．８０
秒以内、４００M種目１．６０秒以内を出している選手がチャレンジ出来る。 

８．年齢区分 
（1）年齢区分は、「10歳以下」「11-12歳」「13-14歳」「ＣＳ」「19歳以上」とし、大会当日の満年齢

により行う。 
（2）個人種目は、同一年齢区分での参加とする。 

（3）ＣＳの 18歳は、高校生とし、18歳の社会人及び大学生は「19歳以上」の年齢区分とする。 

 

９．競技種目及び参加標準記録 

（1）参加標準記録は、日本水泳連盟資格級９級とする。 

（2）全国ＪＯ春季大会第１日目の年齢区分で参加することができるが、２つの年齢区分にまたがっての参加

はできない。 

（3）全国ＪＯ大会ＣＳ対象のリレー種目は年齢区分に関係なくオーダーが組めることとする。 但し、この

種目に出場した競技者は年齢区分別の同一種目に参加できないものとする。 

（4）参加標準記録（全国ジュニアオリンピック種目） 

 

 

 10歳以下 11-12歳 13-14歳 ＣＳ 

フリーリレー ２００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ４００ｍ 

メドレーリレー ２００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ４００ｍ 
 

10．申込規定 

（ 1）資 格  本年度日本水泳連盟競技者登録完了者で、出場する個人種目の参加標準記録を突破（同ﾀｲﾑで

も可）した、下記のいずれかに 該当する競技者とする。 

①日本スイミングクラブ協会和歌山地域委員会に所属しているクラブ。 

②本委員会が特に出場を認めたクラブ。 県外から参加を希望する場合、その他(11)を参照） 

 

（2）制 限 

①個人種目は１名３種目以内とする。 

②リレー種目の参加は団体登録完了チームに限る。 

③リレー種目は、個人種目にエントリーした競技者で構成すること。 

④和歌山県内の６年生及び中学 1年生（12 歳）については、200 特種、400・800・1500 について参加を 

認める。その場合事業企画委員長の承認を受ける事。 

 

（3）方 法 下記各項目の内容が全て期限内に完了しない場合は競技会に出場できない。 

① 競技運営及び記録管理をコンピューター処理するため Web-SWMSYSにて申し込む。                    

         Web-SWMSYS競技会エントリー期限令和５年２月７日（火）午後 10時 00分 

②申込金は期間内に下記まで振込入金すること。 

申 込 金 ・個人種目   １種目 １,０００円 



  ・団体種目  １種目 １,５００円 

              ・プログラム  データで送ります。 

入金口座  紀陽銀行  岩出支店  普通  ９９３３６１  和歌山地域事業企画委員会  

入金期間  令和５年２月２２日（水）までに振込完了のこと。 

      

 

③参加申込は下記の方法により期間内に申し込むこと。 電子メールから参加申込を行うものとする。 

・必要事項を記入した役員申請書を添付して担当に送信する 

担当： パル彩の台 、パル彩紀の川 

送信：ayanodai@palport.co.jp  パル彩の台 

副担当： パルワカヤマ、MGナガ 

   送信期間  令和５年２月７日（火）まで 

 

11．競技順序（女・男の順で行う。） 

 
1．200ｍメドレーリレー 8．100ｍバタフライ 15．100ｍ背泳ぎ 

2．400ｍメドレーリレー 9． 50ｍ背泳ぎ 16．100ｍ平泳ぎ 

3．200ｍ個人メドレー 10．200ｍ平泳ぎ 17．200ｍバタフライ 

4．400ｍ自由形 11．100ｍ自由形 18．200ｍ自由形 

5． 50ｍ自由形 12．800ｍ自由形 19．400ｍ個人メドレー 

6．200ｍ背泳ぎ 13.1500ｍ自由形 20．200ｍフリーリレー 

7． 50ｍ平泳ぎ 14． 50ｍバタフライ 21．400ｍフリーリレー 

 

 

12．その他 

（1）Webエントリー締切り後の訂正は一切認めない。 

（2）本プールでのウォーミングアップは許可した場合を除き、8:30～9:15を予定とする。なお、サブプールは常時ウォーミング 

アップのため利用可能とする。 

（3）競技役員は、参加７名まで正役員１名、８名から１５名は正役員１名と補助役員１名、１６名以上は、正

役員１名と補助役員２名を役員申請書にて申請すること。 競技役員申請書については和歌山地域委員会のホ

ームページ（https://wakayamaswimming.com/）よりダウンロードすること。リレーオーダー用紙、棄権届等も同

上。 

（4）競技会場のゴミは、全て参加団体の責任において持ち帰ること。 

（5）カメラ・ビデオ撮影時には必ず撮影許可証を明示すること。但し、無観大会の場合は無しで可。 

（6）車やバスで来場する場合は、予め指定する駐車場を利用すること。会場駐車場利用の場合は、各クラ

ブで割り当てられた駐車許可証を必ず提示する事。                

(7) 本大会に参加する競技者には委員会にて傷害保険に加入する。 

（8）日本スイミングクラブ協会に未加盟の所属団体の申し込みは大会協力金１万円を納付する事。           

(9) その他、大会注意事項を必ず守るようにすること。 

(10) 施設内は禁煙とする。 

（11）記録速報は会場には掲示しないので、SC協会和歌山地域、又は県水連のホームページで確認する事。 

(12)今大会はコロナウィルス感染状況により、無観客大会で行う事がある。 

(13)今大会はYou Tube配信を行う。サイトは和歌山地域委員会のホームページに貼り付けています。  
（14）県外から参加を希望するチームは和歌山地域委員会のホームページにて、申請書”→“県外用”のページを確認する事。 

      ※要項等を熟読して申請して下さい。間違ってメールされた場合は後回しとなります。 

 

※駐車場関係（6）については特にご注意下さい。 
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第９回和歌山地域長水路ＡＡ級大会【県外チーム用】 
 

１．主 催 日本スイミングクラブ協会  和歌山地域委員会 

２．主 管 日本スイミングクラブ協会  和歌山地域事業企画委員会 
３．管 轄 日本スイミングクラブ協会  和歌山地域事業企画委員会 

４．公 認 和歌山県水泳連盟 
５．日 時 令和５年２月１９日（日） 

  競技開始 ９時３０分 （開門午前８時００分） 
６．場 所 和歌山市・秋葉山公園県民水泳場プール(50ｍ)（〒641-0056 和歌山市秋葉町 4-11） 
７．競技方法 

（1）競技は、日本水泳連盟競泳競技規則により、種目別、男女別に行う。ただし、申込者が少数の場合、    

距離・種目が同一 であれば性別が違っていても一緒に競技を行うことがある。 
（2）競技は全てタイムレースとする。 
（3）競技に使用するプールは５０ｍ×１０レーンとする。 

（4）競技を棄権する場合、棄権者の所属団体の責任者が当該競技の開始 30分前までに所定の様式により  
届けなければならない。万 一、届け出を行わず競技を棄権した場合は、そのチームにペナルティーを  
与えることもある。 

（5）全レース終了後、チャレンジレースを行うことがある。その場合、本大会でジュニアオリンピック   
標準記録より、５０M種目プラス０．２０秒以内、１００M種目０．４０秒以内、２００M種目      
０．８０秒以内、４００M種目１．６０秒以内を出している選手がチャレンジ出来る。但し時間の     
関係上、出来ない事もあります。 

８．年齢区分 
（1）年齢区分は、「10歳以下」「11-12歳」「13-14歳」「ＣＳ」「19歳以上」とし、大会当日の満年齢により行う。 
（2）個人種目は、同一年齢区分での参加とする。 

（3）ＣＳの 18歳は、高校生とし、18歳の社会人及び大学生は「19歳以上」の年齢区分とする。 

９．競技種目及び参加標準記録 

（1）全国ＪＯ夏季大会第１日目の年齢区分で参加することができるが、２つの年齢区分にまたがっての参加はできない。 

（2）全国ＪＯ大会ＣＳ対象のリレー種目は年齢区分に関係なくオーダーが組めることとする。 

（3）参加標準記録 日本水泳連盟資格級１０級（全国ジュニアオリンピック種目）  

      

  リレー種目はチームベスト記録に対し、全国ジュニアオリンピック標準記録プラス、２００ｍ種目は    

２秒００以内、４００ｍ種目は４秒００以内とする。 

       【リレー種目】 

 10歳以下 11-12歳 13-14歳 ＣＳ 

フリーリレー ２００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ４００ｍ 

メドレーリレー ２００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ４００ｍ 
 

※大会終了後、標準記録がきれていない選手をスイムレコード等で調べさせて頂きます。標準記録が     

突破出来ていない選手のチームは、今後無期限で出場を停止致します。 

 

10．申込規定 

（1）資 格 本年度、日本水泳連盟競技者登録完了者で、出場する個人種目の参加 標 準記録を突 破（同ﾀｲﾑ及び、長水路・短水 路  

問わず可 ）した下記の いずれかに該当する競技者とする。(2020年4月1日以降とする) 

①日本スイミングクラブ協会和歌山地域委員会に所属しているクラブ。 

②本委員会が特に出場を認めたクラブ。 

※エントリータイムに虚偽の申請があった場合（スイムレコード等で調べさせて頂きます）、       

そのチーム全員の参加を認めない。 

 

（2）制 限 

①個人種目は１名２種目以内とする。 

②リレー種目の参加は団体登録完了チームに限る。 

         ③１チームの参加人数を１0 名とする。 

 

 

（3） 方 法   下記各項目の内容が全て期限内に完了しない場合は競技会に出場できない。 

① 令和５年１月２７日（金）７時００分～２３時５９分までに、和歌山地域事業企画委員長の承諾を得る必要がある。        

但し人数の関係上先着順とする。和歌山地域委員会のホームページ（https://wakayamaswimming.com/）の 

https://wakayamaswimming.com/
http://wakayamaswimming.main.jp/）の承認


② 承認申請書に必要事項を入力し、事業企画委員長のアドレスに送信する事。参加承認を得た後、競技役員の選出及び、 

③ 大会注意事項を厳守できる  所属団体に限ります。 申込規定違反者は厳しく対処致します。    

事業企画委員長アドレス  je@advance-sports.co.jp  榎本 

 

※承認申請を送付後、こちらから返信致します。承諾を受けてから通常の申込を行って下さい。 

 承認申請を行わず、通常の申込をしないようお気をつけ下さい。 

 

※添付資料を間違わないよう気を付けて下さい。間違った場合はお受け出来ません。 

 

 
④  競技運営及び記録管理をコンピューター処理するためWeb-SWMSYSにて申し込む               

Web-SWMSYS競技会ｴﾝﾄﾘー 期限：令和５年１月３１日（火）7時００分～２３時５９分 

 ※この時間帯しかWebは開きませんのでご注意下さい。 

 

⑤ 申込金は期間内に下記まで振込入金すること。 

申 込 金 ・個人種目  １種目 １,０００円 

・団体種目   １種目  １,５００円 

                       ※プログラムは後日データで送ります。 

      ※SC協会未加盟クラブは協力金10,000円頂きます。（２大会分で10,000円）                                                           

 

入金口座  紀陽銀行  岩出支店  普通  ９９３３６１  和歌山地域事業企画委員会  

入金期間     令和５年２月２２日（水）までに振込完了のこと。 

※和歌山県水泳連盟（GMOあおぞらネット銀行）には絶対に振り込まないようにして下さい。 

 

⑥ 参加申込は下記の方法により期間内に申し込むこと。 電子メールから参加申込を行うものとする。 

・必要事項を記入した役員申請書を下記アドレスに送信する。 

 ayanodai@palport.co.jp  ﾊﾟﾙポート彩の台  菊尾  

            送信期間 令和５年２月１日（水）まで 

        

※承認申請にて承認後、Web ｴﾝﾄﾘｰ、役員申請書送信、参加費入金となります 

 

 11．競技順序（女・男の順で行う。） 

 

1．200ｍメドレーリレー 8．100ｍバタフライ 15．100ｍ背泳ぎ 

2．400ｍメドレーリレー 9． 50ｍ背泳ぎ 16．100ｍ平泳ぎ 

3．200ｍ個人メドレー 10．200ｍ平泳ぎ 17．200ｍバタフライ 

4．400ｍ自由形 11．100ｍ自由形 18．200ｍ自由形 

5． 50ｍ自由形 12．800ｍ自由形 19．400ｍ個人メドレー 

6．200ｍ背泳ぎ 13.1500ｍ自由形 20．200ｍフリーリレー 

7． 50ｍ平泳ぎ 14． 50ｍバタフライ 21．400ｍフリーリレー 

 

12．その他 

（1）Webエントリー締切り後の訂正は一切認めない。 

（2）本プールでのウォーミングアップは許可した場合を除き、8:30～9:45を予定とする。なお、サブプールは開会式 の時間を     

除き、常時ウォーミングアップのため利用可能とする。 

（3）競技役員は、参加７名まで役員１名、８名から１５名は役員２名、１６名以上は役員３名を役員申請書に

て申請すること。 競技役員申請書については和歌山地域委員会のホームページ（https://wakayamaswimming.com/）

よりダウンロードすること。リレーオーダー用紙、棄権届等も同上。 

（4）競技会場のゴミは、全て参加団体の責任において持ち帰ること。 

（5）カメラ・ビデオ撮影時には必ず撮影許可証を明示すること。但し、無観大会の場合は無しで可。 

（6）車やバスで来場する場合は、予め指定する駐車場を利用すること。会場駐車場利用の場合は、各クラブ

で割り当てられた駐車許可証を必ず提示する事。                

(7) 本大会に参加する競技者には委員会にて傷害保険に加入する。 

（8）日本スイミングクラブ協会に未加盟の所属団体の申し込みは大会協力金１万円を納付する事。           

(9) その他、大会注意事項を必ず守るようにすること。 

(10) 施設内は禁煙とする。 

mailto:je@advance-sports.co.jp
https://wakayamaswimming.com/）
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（11）記録速報は会場には掲示しないので、SC協会和歌山地域、又は県水連のホームページで

確認する事。 

(12)今大会はコロナウィルス感染状況により、無観客大会で行う事がある。 

(13)緊急事態宣言が発令している府県は参加できない。 

(14)今大会はYou Tube配信を行う。サイトは和歌山地域委員会のホームページに貼り付けています。  

 

※駐車場関係（6）については特にご注意下さい。 
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