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1. 主  催 とびうお杯全国少年少女水泳競技大会実行委員会 

（構成:NPO 法人浜名湾游泳協会・中日新聞社） 

2.  主  管 NPO 法人浜名湾游泳協会 

3.  後  援 (一社)日本スイミングクラブ協会 (一社)静岡県水泳連盟  

（予定） 総務省 スポーツ庁 静岡県 静岡県教育委員会 浜松市教育委員会 

(公財)浜松市スポーツ協会  (一社)浜松市医師会 

(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー  テレビ静岡 

4.  協  賛 （未定） 

 

5.  公  認 (公財)日本水泳連盟 

6.  期  日 2022 年  8 月 6 日（土）開会式  9：00 競技開始 9：45 

2022 年  8 月 7 日（日）競技開始 9：00 

公式練習 8 月 5 日（金）12：00～16：30 

7.  会  場 浜松市総合水泳場 ToBiO    浜松市西区篠原町 23982-1 

 

8.  競技方法 

(1) 競技は(公財)日本水泳連盟競技規則により実施する。 

(2) 団体（クラブ）対抗とする。 

(3) 予選競技の上位 8 名をＡ決勝とし、9～16 名を B 決勝とする。 

(4) 今年度、MIX リレー及び MIX メドレーリレーを新設する。リレー種目は上位 8 チーム

によるＡ決勝のみとする。但し、MIX リレー・MIX メドレーリレーは、タイムレース決

勝とする。 

 (5) 団体対抗戦とし、得点対象種目は、A 決勝 B 決勝のみ。タイムレース決勝は対象外とす

る。 

(6) 同タイムの場合は抽選により決勝進出者を決定する。 

(7) その他詳細は監督者会議にて発表する。 

 

9.  表  彰 

(1) 男女各団体優勝クラブに「とびうお杯」、2 位～8 位までに賞状を贈る。 

(2) 各種目 1 位～3 位にメダルならびに賞状、4 位～8 位には賞状を贈る。 

(3) 大会新記録を達成した選手またはチームに新記録証ならびに楯を贈る。 

(4) 小学 4 年生以下の選手に敢闘賞を贈る。 

 

10. 申込制限 

(1) 個人種目は１人 3 種目までとする。リレーは各種目 1 団体 1 チームとする。なお、リレ

ー出場者は、個人種目出場者に限る。（リレーのみの出場は認めない。） 

(2) 男・女メドレーリレーの出場選手は、MIX メドレーリレーには出場できない。フリーリ

レーも同様とする。 ＊MIX リレーは男女各 2 名。 

 

11. 申込資格 

(1) 2022 年度(公財)日本水泳連盟競技者登録者で、2010 年 4 月 2 日以降に生まれた小学生。 

(2) 2021 年 8 月 2 日以降に(公財)日本水泳連盟公認競技会（「Results of Japan Swimming」

に反映される競技大会）にて参加標準記録を突破した者。（同タイム可） 

(3) 参加標準記録は次の表を参照する。（短水路・長水路は問わない） 

参加選手基準記録 

種目 自由形 平泳ぎ バタフライ 背泳ぎ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 

距離 50 100 200 50 100 50 100 50 100 200 

男子 30.37 1:07.00 2:25.10 39.21 1:24.92 33.18 1:14.91 35.28 1:16.70 2:40.50 

女子 30.91 1:07.98 2:27.50 40.01 1:26.88 33.56 1:16.41 35.86 1:17.77 2:41.00 
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12. 招待選手について 

(1) 下記の基準記録を突破（同タイム可）した者を招待選手とする。（短水路・長水路は問

わない） 

(2) 招待選手は突破種目の申込金・交通費・宿泊費（2 泊分）を主催者が負担する。また、

引率コーチ１名分も選手と同等に負担する。尚、宿泊・交通の手配は各自で行う。 

(3) 申込時に突破記録が証明できるもの（大会期日・大会名・選手名・所属・記録が明記）

を添付する。 

(4) 申し込み時に申込金を振り込む。招待記録が確認でき次第、返金手続きを行う。 

(5) 招待規定（交通・宿泊費）の問合せ先は、中日新聞東海本社事業部。（TEL. 053-421-6217） 

 

招待選手基準記録 

種目 自由形 平泳ぎ バタフライ 背泳ぎ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 

距離 50 100 200 50 100 50 100 50 100 200 

男子 26.20 58.00 2:04.00 32.00 1:09.50 26.60 59.40 28.80 1:02.50 2:17.60 

女子 26.80 58.60 2:06.60 33.80 1:11.80 28.50 1:01.30 29.40 1:03.00 2:19.30 

 

13. 競技日程 

1 日目 8 月 6 日(土) 2 日目 8 月 7 日(日) 

女・男 4×50ｍフリーリレー予選 女・男 4×50 メドレーリレー予選 

女・男 200ｍ個人メドレー予選 女・男 200ｍ自由形予選 

女・男 100ｍ背泳ぎ予選 女・男 50ｍ背泳ぎ予選 

女・男 100ｍバタフライ予選 女・男 50ｍバ夕フライ予選 

女・男 100ｍ自由形予選 女・男 50ｍ自由形予選 

女・男 100ｍ平泳ぎ予選 女・男 50ｍ平泳ぎ予選 

女・男 4×50mMIX リレータイム決勝 女・男 4×50mMIX メドレーリレータイム決勝 

女・男 200ｍ個人メドレーB 決勝、A 決勝 女・男 200ｍ自由形 B 決勝、A 決勝 

（以下、上記の個人種目の順に B 決勝、A 決勝を行う。） 

女・男 4×50ｍフリーリレーA 決勝 女・男 4×50 メドレーリレーA 決勝 

 

14. 申し込み 

(1) 個人種目１種目 1,200 円  リレ一種目１チ一ム 2,000 円  プログラム１部 2,000 円 

  撮影許可証 各日 1 枚 200 円 

(2) プログラムは各団体に 1 部無料配布する。当日販売はなし。必要な場合は事前に Web で

申し込む。 

(3) エントリーは Web-SWMSYS を利用しエントリーを行い、①～③の書類を Web より印 

刷する。④～⑤の書類を浜名湾游泳協会ホームページよりダウンロードする。 

①競技会申込明細表 

②競技会申し込み（エントリーTIME）データ一覧表 

③競技会申し込み（リレー）データ一覧表   

④エントリー確認表  

⑤参加承諾書 

⑥申込金振込後の振込用紙のコピー 

※「エントリー確認表」は Web-SWMSYS と申込種目・タイムが一致している事を確認す

る。虚偽の申請をした場合、チーム全体の出場を見合わせる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 



- 50 - 

 

15. 申込金の振り込みについて 

大会エントリー締め切り日までに、必ず、振り込みにて申込金を支払うこと。 

   ※振込用紙のご依頼人欄に「参加団体名」を明記する。 

   ※振込手数料は参加団体が負担する。 

   ①ゆうちょ銀行からの振込 

    口座記号番号   00820－4－107672 

    加入者名     浜名湾游泳協会（ハマナワンユウエイキヨウカイ） 

   ②その他の金融機関からの振込（一部できない金融機関あり） 

    振込先  ゆうちょ銀行 〇八九店（ゼロハチキュウ）当座預金 

    口座番号 0107672 口座名義 浜名湾游泳協会（ハマナワンユウエイキヨウカイ） 

上記の①～⑥の書類を下記申込先へ送付する。 

〒432-8023 浜松市中区鴨江 2 丁目 3-29 尾高ビル 3 階 

NPO 法人浜名湾游泳協会 とびうお杯実行委員会 宛 

TEL(053)424-5901  FAX(053)424-5902 

 

16. 締切日  Web：2022 年 7 月 4 日（月）  書類：2022 年 7 月 8 日（金）必着 

 

17. 個人情報について  

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

広報活動及び NPO 法人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する。 

 

18. その他 

(1)  主催者は参加選手に対し傷害保険をつける。大会当日の事故等については主催団体が 

応急処置はするが、その他の責任は一切負わないものとする。 

(2)  団体受付   8 月 5 日(金) 午後 12 時 ～ 浜松市総合水泳場    2 階エントランス 

(3)  監督者会議 8月 5日(金) 午後 3時 ～ 浜松市総合水泳場 （場所は 2次要項にて） 

(4)  本プール開放時間 8 月 5 日（金）12:00～16:30 

(5)  大会期間中のカメラ・ビデオ撮影（携帯・タブレット等含む）は許可制とする。 

撮影許可証の申請は Web にて事前申込をすること。  １日につき１枚 200 円 

申し込みされた許可証は団体受付時に配布する。尚、当日追加申込は団体毎に引率監督・

コーチが手続きをする。 

(6)  駐車は、浜松市総合水泳場南駐車場を利用すること。 

(7)  弁当についてはごみ処理等の問題を考慮し、HP 上の弁当業者へ申し込むこと。 

  詳細は 6 月中旬頃掲載予定。 

(8)  宿泊について （希望する場合は） 

（申込先） 〒432-8034 静岡県浜松市中区塩町 156-3    TEL：053-452-2296 

浜松ホテル旅館協同組合 宛 

(9)  台風・地震などで不測の事態によりやむを得ず大会が開催できない場合がある。その際、

納入された大会の申込金は原則返金しない。 

(10) 新型コロナウイルス感染防止の観点から、大会要項を変更することがある。その際は、

NPO 法人浜名湾游泳協会のホームページで通知するので確認すること。また、応援席

や控え場所などを載せた第 2 次要項も、ホームページで確認する。 

 

19. 問合せ先 

(1) 大会全般 

中日新聞東海本社 事業部 とびうお杯実行委員会 

TEL：053－421－6217（平日 10：00～17：00 土日祝不可） FAX：053－421－5987 

 

(2) 競技に関すること 

NPO 法人浜名湾游泳協会 とびうお杯実行委員会 

TEL：053－424－5901（平日 10：00～15：00 土日祝不可） FAX：053－424－5902 


