
第 66 回浜名湾高校生選手権水泳競技大会 
1. 1. 1. 1. 主主主主        催催催催   (一社)静岡県水泳連盟 

2. 2. 2. 2. 主主主主        管管管管   NPO法人浜名湾游泳協会 

3. 3. 3. 3. 後後後後        援援援援   浜松市教育委員会・(財)浜松市体育協会・静岡新聞社・静岡放送 

4. 4. 4. 4. 協協協協        賛賛賛賛   静岡県高等学校体育連盟 

5. 5. 5. 5. 日日日日        時時時時   平成27年5月30日(土)・31日(日) 

6. 6. 6. 6. 会会会会        場場場場   浜松市西区篠原町23982－1・浜松市総合水泳場 

7. 7. 7. 7. 申込申込申込申込場所場所場所場所   競泳……〒 432－8038 浜松市中区西伊場町3-1 

                     浜松西高等学校 江間昭広 気付 TEL(053)454－4471 

         飛込……〒 435－0051 浜松市東区市野町1968 

                     山田 立 気付 TEL (053)421－5714 

8. 8. 8. 8. 締締締締        切切切切   平成27年5月8日(金) 正午必着のこと 

9. 9. 9. 9. 日日日日        程程程程   第1日目 開場 7時15分 開会式   9時00分 競技開始 9時30分 

        第2日目 開場 7時15分 競技開始 9時00分 

10 10 10 10 競技方法競技方法競技方法競技方法   男女別・団体対抗 

      (1)  競技はすべて(公財)日本水泳連盟競技規則により行う。 

      (2)   リレー種目と 400m以上の種目については、予選・決勝を行わず、タイム決勝とする。 

11 11 11 11 標準記録標準記録標準記録標準記録 

種目 性別 男 子 女 子 

 50m 自由形 30－0 34－0 
100m 自由形 1－07－0 1－13－0 
200m 自由形 2－26－0 2－44－0 
400m 自由形 4－35－0 4－50－0 
800m 自由形 --------------- 9－55－0 
1500m 自由形 18－00－0 --------------- 
100m 平泳ぎ 1－21－0 1－32－0 
200m 平泳ぎ 2－56－0 3－00－0 
100m 背泳ぎ 1－17－0 1－25－0 
200m 背泳ぎ 2－45－0 2－55－0 
100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 1－13－0 1－21－0 
200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 2－45－0 2－50－0 
200m 個人ﾒﾄﾞﾚ  ー 2－45－0 2－59－0 
400m 個人ﾒﾄﾞﾚ  ー 5－48－0 5－50－0 

         ※リレー種目については、特に標準記録を設けない。 

12 12 12 12 競技種目競技種目競技種目競技種目 

     (1) 競 泳 第1日目 

女･男400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰﾀｲﾑ決勝  女･男400m個人ﾒﾄﾞﾚｰﾀｲﾑ決勝 
女･男200m 背泳ぎ 予選  女･男200m背泳ぎ 決勝 
女･男200m 自由形 予選  女･男200m自由形 決勝 
女･男 50m 自由形 予選  女･男 50m自由形 決勝 
女･男200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 予選  女･男200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 決勝 
女･男200m 平泳ぎ 予選  女･男200m平泳ぎ 決勝 
女  800m自由形 ﾀｲﾑ決勝  女･男200mリレー ﾀｲﾑ決勝 
男  1500m自由形ﾀｲﾑ決勝   

        第2日目 

女･男200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ予選  女･男100m背泳ぎ 決勝 
女･男100m背泳ぎ 予選  女･男100m自由形 決勝 
女･男100m自由形 予選  女･男100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 決勝 
女･男100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 予選  女･男100m平泳ぎ 決勝 
女･男100m平泳ぎ 予選  女子400mﾘﾚ  ー ﾀｲﾑ決勝 
女･男400m自由形 ﾀｲﾑ決勝  男子800mﾘﾚ  ー ﾀｲﾑ決勝 
女･男200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ決勝   

大会コード 2115361 



     (2) 飛 込 

                 男 子                女 子 

      １. 飛板飛込   自由選択飛６種目（各群より）   自由選択飛５種目（各群より） 

      ２. 高 飛 込   自由選択飛６種目（各群より）   自由選択飛５種目（異群より） 

13 13 13 13 申込資格申込資格申込資格申込資格    

  (1) 年齢は 4 月 2 日起算とし 19 歳未満のものとする。ただし、同一学年での出場は 1 回限りとする。 

  (2) 同一学校でも全日制、定時制の混成は認めない。 

  (3) (公財)日本水泳連盟競技者登録・平成27年度完了者であること。 

14 14 14 14 申込制限申込制限申込制限申込制限    

  (1) 標準記録に達している者に限る。（未公認記録でも可） 

  (2) 競技種目 競泳については1校1種目3名以内、1名2種目以内（但しリレー種目を除く） 

         飛込については1校1種目3名以内 

15 15 15 15 申込方法申込方法申込方法申込方法    

  (1) 大会エントリーは「WEBSWMSYS」を利用すること。競技会申込（エントリーTIME）一覧、

競技会申込（リレー）一覧、競技会申込明細表をプリントアウトし、送付すること。 

  (2) 郵便振込先 

          ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行    

     申込金口座番号 00820－4－107672 
             ハマナワンユウエイキョウカイ 

        口座名義 浜 名 湾 游 泳 協 会 

16 16 16 16 表表表表        彰彰彰彰   決勝3位まで表彰する。 

17 17 17 17 優勝チーム決定優勝チーム決定優勝チーム決定優勝チーム決定    

  (1) 決勝1位8点、2位7点…8位1点とし、リレーは個人種目の2倍とし得点の多いチームを優勝

とする。 

  (2) 総合得点が同じ場合は、次の順により決定する。 

   (ｱ) リレー得点の多いチーム 

   (ｲ) 入賞者数の多いチーム 

   (ｳ) 1位数の多いチーム 

   (ｴ) 2位数の多いチーム（以下8位まで） 

18 18 18 18 宿泊宿泊宿泊宿泊  下記に直接連絡を取り申し込む。 

   こまやビジネスホテル  〒 430－8023 浜松市中区鴨江1－31－20  TEL (053) 453－1231 

   アパホテル〈浜松駅南〉 〒 432－8033 浜松市中区海老塚町2－3－1 TEL (053) 456－3511 

   ホテル明治屋      〒 430－0807 浜松市中区佐藤町1－1－30  TEL (053) 465－8111 

   ホテルルモンド     〒 430－0926 浜松市中区砂山町335－14  TEL (053) 455－1188 

  昼食（弁当）や宿泊の必要な団体は、トップツアー㈱浜松支店に次頁の注文表をＦＡＸによって送

付すること。 

19191919    個人情報個人情報個人情報個人情報    

  本大会の申込みにおける個人情報は、本大会運営、水泳連盟等における記録管理、新聞社への広報活

動及び浜名湾游泳協会ホームページ等における公開用として使用いたします。 

20202020    その他その他その他その他    

※ 前年度優勝校は優勝旗及び優勝杯を忘れずに返還して下さい。 

※ 大会当日の事故等については主催団体は応急の処置はするが、その他の責任は一切負わない。但し、

団体保険は主催者において加入する。 

※ 個人種目 1種目  1,200円 

 リレー   1チーム  2,000円 

  プログラム 1部  1,200円 

  



　ＦＡＸ送信先　：　０５３－４５２－１８３２　ＦＡＸ送信先　：　０５３－４５２－１８３２　ＦＡＸ送信先　：　０５３－４５２－１８３２　ＦＡＸ送信先　：　０５３－４５２－１８３２ 締切日　：　５月２２日(金）必着　

トップツアー株式会社浜松支店　水泳デスク　行き

高校　　水泳部 学校℡

氏名 携帯℡ 学校ｆａｘ

　〒　　　　　‐

（*あればご記入下さい。）

＜お弁当について＞＜お弁当について＞＜お弁当について＞＜お弁当について＞

　　＊会場内にて１１：００頃より受取可能です。

　＊オプションとして、バナナ１本５０円、おにぎり１個１３０円、

　

　

　

５月３１日（日）

バ

ナ

ナ

＠８５０

*弁当のお申込（必要な個数を記入して下さい。）

＠１３０

　　スポーツドリンク・アクエリアス（2000ｍｌ）１本２５０円もございます。

弁
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り
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ナ

ナ
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ク
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リ
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ス

開催日

５月３０日（土）

お申込日　平成２７　年　　　　月　　　　　日

（20（20（20（20１５１５１５１５年年年年））））第第第第６６６６６６６６回浜名湾高校生選手権水泳競技大会回浜名湾高校生選手権水泳競技大会回浜名湾高校生選手権水泳競技大会回浜名湾高校生選手権水泳競技大会　　　　弁当弁当弁当弁当　　　　申込書申込書申込書申込書

　【トップ幕の内弁当】　１個　８５０円（お茶付・税込）

＊お弁当のみ、オプションのみのご注文も承ります！

連絡責任者

Ｅ-ｍａｉｌアドレス

お

に

ぎ

り

弁

当

＠２５０

学校名(団体名)

書類送付先住所

＠８５０

ア

ク

エ

リ

ア

ス

＠１３０

昼食弁当昼食弁当昼食弁当昼食弁当

大会会場付近には購入場所がございません。会場内売店も数に限りがありますので、当社手配の事前予約のお弁当がお薦めです。

＠５０＠５０ ＠２５０

高校高校高校高校

申込 変更１ 変更２ 申込 変更１ 変更２ 申込 変更１ 変更２ 申込 変更１ 変更２ 申込 変更１ 変更２ 申込 変更１ 変更２ 申込 変更１ 変更２ 申込 変更１ 変更２

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

＜お申込方法について＞＜お申込方法について＞＜お申込方法について＞＜お申込方法について＞

■　この申込用紙を期日までにＦＡＸください。　変更がある場合は、この用紙の変更欄へ変更個数を記入の上ＦＡＸ下さい

■　取消や変更は、必ずトップツアー株式会社浜松支店へＦＡＸにてご連絡下さい。　お電話での変更は承っておりませんのでご了承下さい。

■　５/２９（金）１５：００まで・・・無料　　　５/２９（金）１５：００以降・・・上記料金の１００％

■　領収証が必要な方は、下記に宛先を記入下さい。　領収証の分割も可能です。

　 　 　

備考・要望　（ご希望等ありましたら、具体的にご記入下さい。又宿泊や交通手配等の希望があればご記入下さい。）

　　【お問合せ・お申込】

選手・生徒（応援）

応援父母　他

領収証宛先

＠８５０

（個）

引率先生（監督）

合計個数

（個）

■　事前に左記指定口座にお振込頂くか、当日弁当と引換えにつり銭のないようご準備の上お支払い下さい。

＠１３０

担当　：　藤沼　剛　　　　吉田　功一

（個）

　トップツアー株式会社浜松支店　「第６６回浜名湾高校生選手権水泳競技大会」サポートデスク

＠２５０＠８５０ ＠１３０

℡：０５３－４５３－０１６６　　　ｆａｘ：０５３－４５２－１８３２　　営業時間9:00～18:00（土・日・祝休）　

（本）

＠５０

（本）（個） （本）

〒430-0944　静岡県浜松市中区田町324-3　EPO浜松ビル６階

＠５０ ＠２５０

（本）

＜銀行振込でのご入金の場合・・・＞

（銀行名） りそな銀行浜松支店

（口座名） トップツアー株式会社浜松支店

（口座番号） 普通 ０５５７４３８

担当　：　藤沼　剛　　　　吉田　功一


