
１．主　　催　　　福岡市、福岡市教育委員会、（公財）福岡市スポーツ協会、福岡市レクリエーション協会

　　　　　　　　　　福岡市体育指導委員連絡協議会、福岡市スポーツ・レクリエーション振興会、各区体育振興会

２．主　　管　　　市民総合スポーツ大会実行委員会、福岡市水泳協会

３．日　　時　　　平成28年8月7日（日）　競技開始予定時間　１０時００分

　９：００　入場口会場(２階入口） 　９：５０　開会式

　９：００　ウォーミングアップ開始(ダッシュコース9:15～9:45) １０：００　競技開始

４．会　　場　　　福岡市立総合西プール（屋内25ｍ×10コース）

　　　　　　　　　  福岡市西区西の丘１－４－１

５．参加資格　　福岡市内に在住するもの。又は福岡市内に通勤・通学しているもの。

　　　　　　　　　  ※今大会は公認大会ではありません。参加資格のない方は出場できません。

６．出場種目　　出場種目は１人３種目以内とする。

７．競技種目　　※年齢区分は平成28年8月7日　　（大会当日の満年齢）

                          ●高校３年生は１８才であってもＥ(15～１７才）に申し込むこと。

                          ●年齢区分で競技種目に無い種目については、上位の年齢区分に出場することができる。

８．参 加 料　　　１種目につき　個人　１,２００円　　　プログラム予約販売　１,０００円（当日１,３００円）

　　　　　　　　　　　　※申込み時に関係書類に現金を添えて納入すること。（切手、小切手不可）

　　　　　　　　　　　 振込の場合　福岡銀行　姪浜支店　店番254　口座番号　1314366　福岡水泳協会　坂井良明　

９．申込方法　　【水泳連盟登録団体】

　　　　　　　　　　　【注意】出場者が日本水泳連盟未登録の場合は、システム上の『競技者エントリー用登録』にて

　　　　　　　　　　　登録（登録費は発生いたしません）登録を行ったうえでエントリー作業を開始してください。

　　　　　　　　　　 ◎Web-SWMSYSを使用しエントリー作業を行い、システムから競技会申し込み（エントリーTIME）

　　　　　　　　　　　一覧表と競技会申込明細表を印刷し申込金を添えて提出して下さい

　　　　　　　　　　◎メールアドレス入力（必須）　アドレス入力欄は①②ありますのでお願いします。（1欄最大２０文字まで）

　　　　　　　　　　　①入力は□□□□□□□□□□□＠の前　　②入力は＠□□□□□□□□□□□の後

　　　　　　　　　　◎システムから印刷した競技会申込明細票の余白の部分にもメールアドレスの記入お願いします。

　　　　　　　　　　【個人参加】

　　　　　　　　　　　別紙出場種目一覧表、総括表を揃えて期日までに参加費を添えて申し込む事。

　　　　　　　　　　　※所属・団体名を記入する欄には｢個人｣と記入し連絡先を明記する。

　　　　　　　　　　　●個人参加で事前に監督者配布資料・大会スケジュール（時間表）を希望される方は、封筒に８２円切手を

　　　　　　　　　　　　貼り宛先を記入して申し込み書類と一緒に提出する事。（提出が無い場合は、送付しませんので大会当日

　　　　　　　　　　　　開会式までに会場に集合すること）

平成28年度（第30回）市民総合スポーツ大会夏季大会
〈　水泳競技・実施要項　〉　大会コード　４０１６６０９

※本大会は日本水泳連盟公認大会ではありません。 
本大会で、全国大会・九州ジュニア等の標準記録を突破しても公認されません。 

※この大会は福岡市民※１の大会です。参加資格を満たしていない方の参加はできません。 
※1 参加資格は要項をご確認下さい 
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成年

50-54、55-59、60-64、65-69、70以上

18-24、25-29、30-34、35-39、40-44、45-49
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50

50

50

フリーリレー
(50×4)

各区対抗［市長杯リレー］※申込みは大会当日、各区の代表者が行う10才以下、
11-12才、13-14才、15才以上(成年を含む)より各1名選出。男女別に競技する。



　　　　　　　　　　【区対抗リレー参加】

　　　　　　　　　　　各区対抗｢市長杯｣リレーは、各区ごとに参加者の中から男女各１チームを編成し大会当日申込みをする。

1０．申込期間　　・参加申込書類、申込金：平成２８年６月２１日（火）～平成２８年７月１２日（火）必着　※期日厳守

　　　　　　　　　　　・web_swmsysのｴﾝﾄﾘｰ締切り：平成28年7月10日（日）24時まで

1１.ｴﾝﾄﾘｰの事前確認について

　　　　　　　　　　【水泳連盟登録団体】

　　　　　　　　　　　各登録団体で申し込んだｴﾝﾄﾘｰ情報（確認資料）は登録されたE-Mailアドレスへ添付にて送信いたします。

　　　　　　　　　　　※エントリー確認期間　７月１２日（火）～１４日（木） ホームページでの事前確認はございません。

　　　　　　　　　　　もしも申込みしたｴﾝﾄﾘｰと間違いがあった場合はｴﾝﾄﾘｰ申込み時にSWMSYSより印刷し提出した「競技申込一覧」

　　　　　　　　　　　を用いて用紙余白に訂正箇所を明記の上、福岡水泳協会事務局宛FAXしてください。

　　　　　　　　　　　　《エントリー修正受付　FAX番号　092-623-5382》

　　　　　　　　　　　FAXに印字された受信時間記録が7月1５日（金）２４時までを有効とし、以降到着した訂正申込は

　　　　　　　　　　　大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに反映されませんのでご了承下さい

　　　　　　　　　　【個人参加】

　　　　　　　　　　　エントリー確認はございませんので、お間違えのないようにお申込み下さい。

1２．申 込 先　　　〒812－0852

　　　　　　　　　　　福岡市博多区東平尾公園２－１－3    福岡県水泳連盟内　

　　　　　　　　　　　福岡水泳協会            ℡．(092)623-5367

　　　　　　　　　　　※ 日曜、月曜，水曜　祝祭日は休み

1３．表   彰　　　　①各個人種目の優勝者には優勝記念メダル、１位～３位には賞状を授与する。                                

　　　　　　　　　　　　（優勝記念メダルは、高校生までとする。）    

　　　　　　　　　　　②各区対抗リレーに優勝したチーム（区）に市長杯を授与する。

1４．競技方法    (1) （公財）日本水泳連盟競技規定により行う。

                            スタートは１回のルールで行なう。尚、自由形、平泳ぎ、バタフライのスタートは飛び込みに

                            よって行なう。（水中スタートは認めないが、身体の障害の為に飛び込みスタートが困難な者は、

　　　　　　　　　　　　　審判長の許可を得て水中スタートを認める。）

　　　　　　　　　　 (2) 各種目共、全てタイムレースとし、決勝は行わない。

　　　　　　　　　　 (3)各区対抗｢市長杯｣リレーは、各年令区分内で代表を選考すること。※年令の繰り上がりは認めない。

1５．そ の 他      (1)参加される方は、遅くとも出場競技の１時間３０分前までには会場に集合する事。

                      (2) 出場競技の20分前までには、招集の点呼を受ける事。

                      (3) プログラム編成会議は行ないません。誤記の無いように記入し、期日厳守でお申込み下さい。

                      (4) 大会参加に際し、所属団体の責任者が引率するとともに、万一の事故の発生に

　　　　　　　　　　　　　備えて傷害保険に加入しておく事など、万全の事故対策を講じておく様、お願いします。

                      (5) 個人情報について、大会競技の申し込み情報及び競技結果を報道資料等の作成

　　　　　　　　　　　　　に使用しますのでご了承の上お申し込み下さい。

　　　　　　　　　（11）今大会は入場時の危険回避、スペースの有効利用を目的に選手控え及び観覧席（保護者）は

　　　　　　　　　　　　その一部を大会運営者が割り振りを行います。各クラブ割につきましては、E-mailにて配信いた

　　　　　　　　　　　　します。ご了承いただいた上でエントリー下さいますようお願い申し上げます。

1５．問い合わせ先　  福岡市民総合スポーツ大会夏季大会・水泳競技担当者

　　　　　　　　　　　　　　坂井　良明　（ＴＥＬ092－623－5367　ＦＡＸ092－623－5382　福岡市水泳協会）



No. 年　齢　区　分 距　　離　　・　　種　　目

1 女子　少年　全年齢 ２　０　０　ｍ　　　　　個人メドレー

2 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

3 女子　少年　全年齢 １　０　０　ｍ　　　　　自　由　形

4 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

5 女子　少年　全年齢 １　０　０　ｍ　　　　　平　泳　ぎ

6 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

7 女子　少年　全年齢 １　０　０　ｍ　　　　　背　泳　ぎ

8 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

9 女子　少年　全年齢 １　０　０　ｍ　　　　　バ　タ　フ　ラ　イ

10 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

11 女子　少年　全年齢 ５　０　ｍ　　　　　自　由　形

12 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

13 女子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

14 男子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

15 女子　少年　全年齢 ５　０　ｍ　　　　　平　泳　ぎ

16 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

19 女子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

20 男子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

21 女子　少年　全年齢 ５　０　ｍ　　　　　背　泳　ぎ

22 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

25 女子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

26 男子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

27 女子　少年　全年齢 ５　０　ｍ　　　　　バ　タ　フ　ラ　イ

28 男子　少年　全年齢 〃　　　　　　　　　　〃

31 女子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

32 男子・成年（区分別） 〃　　　　　　　　　　〃

33 女子　１５歳以上 ２　０　０　ｍ　　　　　自　由　形

34 男子　１５歳以上 〃　　　　　　　　　　〃

35 女子　１５歳以上 ２　０　０　ｍ　　　　　平　泳　ぎ

36 男子　１５歳以上 〃　　　　　　　　　　〃

37 女子　１５歳以上 ２　０　０　ｍ　　　　　背　泳　ぎ

38 男子　１５歳以上 〃　　　　　　　　　　〃

39 女子　１５歳以上 ２　０　０　ｍ　　　　　バ　タ　フ　ラ　イ

40 男子　１５歳以上 〃　　　　　　　　　　〃

41 女子区対抗市長杯リレー ２　０　０　ｍ　　　　　フ　リー・リ　レー

42 男子区対抗市長杯リレー ２　０　０　ｍ　　　　　フ　リー・リ　レー
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