
NO スイミング名 人数 NO スイミング名 人数 NO 一般参加･SCﾁｰﾑ名・中学地区 人数
1 野間SS 17 16 ナガイSS 39 31 ナガイ玉村 21
2 SA伊勢崎 15 17 ｸﾞﾝｾﾞ前橋 13 32 沼田高校 3
3 ビート高崎 25 18 コナミ高崎 23 33 高崎経大附高校 3
4 ダッシュ前橋 18 19 スウィン吉井 27
5 群馬渋川SS 16 20 ディーズSS 33 スイミング･高校合計 702
6 ｽｳｨﾝ伊勢崎 29 21 ながのはら 11
7 ジェル沼田 21 22 ナガイ伊勢崎 53 1 前橋地区中学 1３校 137
8 ウェーブSC 6 23 ナガイ前橋 30 2 伊勢崎地区中学 ５校 56
9 スウィン館林 19 24 野間大間々 9 3 高崎地区中学 １校 1
10 スウィン安中 26 25 野間前橋 9 4 太田地区中学 ３校 9
11 前橋SS 15 26 野間大泉 22 5 館林地区中学 ２校 7
12 県央SS 18 27 野間藪塚 19 6 沼田地区中学 １校 8
13 ｽｳｨﾝあざみ 36 28 野間鳥山 14 7 渋川地区中学 ３校 25
14 スウィン高崎 38 29 野間高林 17 中学合計２８校 243
15 スウィン前橋 40 30 アクアピア 17 総　合　計 945

　自　宅　 TEL０２７７－７４－６８６８・携　帯 　TEL０８０－１０５０－７９０１
　Ｅメールアドレス　sutou@lemon.plala.or.jp  

  を使用する。なお、Ｂレーンについては、空きレーンとして使用させない。
＊競技時間の短縮のため競技方法をオーバー・ザ・トップとします。（選手は競技終了後、水中待機）

○当日の大会で写真やビデオの撮影をする場合には、写真撮影許可証が必要になりますので、

＊撮影許可申請書は、群馬県水泳連盟のホームページよりプリントアウトすることができます。
＊各スイミング・各学校では参加者の確認をし、撮影許可申請書に所属チーム印・責任者印を押したものを
　 保護者等に配布するようにしてください。所属チーム印・責任者印がない場合は、貸し出しの許可ができ
 　ませんのでよろしくお願いします。

＊開場時刻は、７時３０分となっていますが多少早めに入場を許可するようにしたいと思います。
＊会場の確認で、競技委員は６時５０分には会場にいますので、何かあれば連絡してください。

＊各レーンの人数が多くなることが予想されるので、一方通行の練習とする。
　　　　　　８時２０分から８時４５分まで　　 　　　　　　 Ａ、Ｂ、１、６、７、８レーン

○ダッシュ練習時間及び使用レーン

○公式スタート練習時間及び使用レーン

○練習時間　　　　　　　　　　　　　　 　　　７時４０分から８時４５分までです。

＊スタンドへの入場抽選を７時より始めます。その時間に間に合わないチームは抽選なしとします。

  各中学校での連絡の徹底をお願いします。早く着いた場合も階段下で待つようにお願いします。

　　　　　　８時００分から８時２０分まで　　　　　　　　　Ａ、Ｂ、７、８レーン
＊人数が増えてきたら、１、６レーンを追加する。

○練習開始時刻　　　　　　　　　　　　　　会場の準備が出来次第、放送で指示します。　　　　　　　　　　　　　　　　

○選手、コーチ、役員の入場時刻　　　　　　　 ７時３０分の予定です。

*本大会の問い合わせ先       　競技委員会競技委員長      須藤　文治

　 群馬県水泳連盟が発行した「競技会要項」より撮影許可申請書をコピーして受付へ提出して下さい。

＊当日は、屋外のプールが閉鎖されているので、競技中のアップ、ダウンについてはＡレーン

・ 参加チーム数・・・・・６1

＊競技終了予定時刻　１６：２５

＊プールサイド西側と器具庫前は、ナガイSSグループ１４３人の選手の控え指定休憩場所とします。
　なお、使用する際は、プールサイドでの飲食禁止を厳守してください。
＊プール前は、敷島プール発行の臨時駐車許可証のある方以外は駐車できません。当日の駐車は

  なお、保護者で早く来る方が多いと思いますが、必要以上に早くならないように各スイミング、

＊当日の競技役員として協力していただく方には、競技会の準備の関係で今まで通り１階の入り口から入場

　所とできるよう駐車許可証を発行しますので、駐車する台数等の報告を5/１７までにお願いします。

　 していただきます。なお、シートや荷物の搬入については２階の入り口からお願いします。

参加スイミング、高校名・地区別中学校参加校数と参加者数 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　平成３０年５月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　会長  田中　信宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

参加チーム各位 
    　　　　　　　　                            　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　                群馬県水泳連盟

　第５５回群馬県春季新人水泳競技大会追加要項

＊第５５回春季新人水泳競技大会の参加者が９４５名、延べ参加者数１７４４名となり、大変参加者が多くなり

　公園内の駐車場か、河川敷のバラ園駐車場をご利用ください。

   ました。平成25年度より会場を敷島水泳場としましたので、選手控え場所はスタンドとプールサイドとなりま

 　準備していただき、スタンド外を控え場所としていただくチームの協力をお願いします。

＊スタンド内の控え場所が収容人数以上になってしまったので、SC関係にはマイクロバス等を控え場

　 すが、各チームともお互いに譲り合いながら指定された場所を使用してください。なお、スタンドの最前列か

＊参加者数が９４５名となり、スタンドだけでは座席数が不足すると思われますので、シートやテントを

   ら二列目までは保護者等の場所になっていますので、その場所は空けておいてください。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・選手はできるだけスタンドの上の席に座らせ、保護者席として前列の２列をあけさせる。

観覧席入り口

前橋一中 5 木瀬中 2 大胡中 34 ｽｳｨﾝ伊勢崎 29 ﾀﾞｯｼｭ前橋 18 ｽｳｨﾝ高崎 38 ｽｳｨﾝ前橋 40 ﾃﾞｨｰｽﾞSS 33

みずき中 10 玉村南中 12 富士見中 24 コナミ高崎 23 ｽｳｨﾝ吉井 27 ｽｳｨﾝあざみ 36 野間SS高林 17 野間SS大間々 9

前橋七中 21 前橋鎌倉中 1 玉村中 21 野間SS藪塚 19 野間SS大泉 22 群馬渋川 16 野間SS 17 ｽｳｨﾝ館林 19

南橘中 2 群大附中 13 前橋東中 4 前橋SS 15 県央SS 18 ながのはら 11 ジェル沼田 21 野間SS前橋 9

沼田中 8 箱田中 5 嬬恋中 1 野間SS鳥山 14 ＳＡ伊勢崎 15 沼田高校 3 アクアピア 17

伊・一中 5 前橋六中 3 伊・二中 5 高経附高 3 グンゼ前橋 13

榛東中 5 伊・三中 13 邑楽南中 4

吉岡中 19 太田宝泉中 3 藤岡北中 1

粕川中 13

ビート高崎 25 大泉南中 3

太田休泊中 2 ウェーブSC 6

太田旭中 4

ｽｳｨﾝ安中 26

１００人 １００人 １００人 １００人 １００人 １０１人 １０１人 １００人

スタート側

保護者席 保護者席 保護者席 保護者席 保護者席

＊プールサイドの西側と器具置き場前は、ナガイSS３９人・ナガイ伊勢崎５３人、ナガイ前橋３０人、ナガイ玉村２１人の合計１４３人の指定控え場所

＊今年度もスイミングからの参加者が多かったので、人数を平均化するために一部のチームは中学生と同じ列に配置させて頂きましたがご了解ください。

第５５回春季新人水泳競技大会指定控え場所

＊参加者数が多いのでスタンドの各控え場所だけでは座席が不足すると思われますので、スタンド外にシートやテントを設置する準備をお願いします。　　　　　　　　　　　

　なお、プールからの許可は得ておきますので、よろしくお願いします。また、設置する場所は指定しませんが、プールサイド以外で競技の妨げ

  にならない場所にしてください。（＊雨天となった場合は、その時に連絡します。）

＊スイミング関係で、マイクロバスやワゴン車等を控え場所とできるチームはスタンド人数緩和のための協力をお願いします。　　　　　　　　　　　

保護者席 保護者席 保護者席



NO 性別 種　目 距離 予　／　決 クラス 組数 予定時間

1 男子 平泳ぎ   50m タイム決勝 小学生 8 9:00

2 男子 平泳ぎ   50m タイム決勝 一般 7 9:14

3 女子 平泳ぎ   50m タイム決勝 小学生 8 9:25

4 女子 平泳ぎ   50m タイム決勝 一般 4 9:39

5 男子 バタフライ   50m タイム決勝 小学生 6 9:46

6 男子 バタフライ   50m タイム決勝 一般 4 9:56

7 女子 バタフライ   50m タイム決勝 小学生 8 10:02

8 女子 バタフライ   50m タイム決勝 一般 4 10:15

9 男子 背泳ぎ   50m タイム決勝 小学生 8 10:21

10 男子 背泳ぎ   50m タイム決勝 一般 4 10:34

11 女子 背泳ぎ   50m タイム決勝 小学生 9 10:40

12 女子 背泳ぎ   50m タイム決勝 一般 5 10:55

13 男子 自由形   50m タイム決勝 小学生 23 11:03

14 男子 自由形   50m タイム決勝 一般 23 11:38

15 女子 自由形   50m タイム決勝 小学生 21 12:10

16 女子 自由形   50m タイム決勝 一般 10 12:42

17 男子 個人メドレー  200m タイム決勝 小学生 4 12:56

18 男子 個人メドレー  200m タイム決勝 一般 4 13:12

19 女子 個人メドレー  200m タイム決勝 小学生 3 13:26

20 女子 個人メドレー  200m タイム決勝 一般 3 13:39

21 男子 平泳ぎ  100m タイム決勝 小学生 3 13:51

22 男子 平泳ぎ  100m タイム決勝 一般 5 13:59

23 女子 平泳ぎ  100m タイム決勝 小学生 3 14:11

24 女子 平泳ぎ  100m タイム決勝 一般 4 14:19

25 男子 バタフライ  100m タイム決勝 小学生 1 14:29

26 男子 バタフライ  100m タイム決勝 一般 4 14:32

27 女子 バタフライ  100m タイム決勝 小学生 1 14:41

28 女子 バタフライ  100m タイム決勝 一般 3 14:43

29 男子 背泳ぎ  100m タイム決勝 小学生 2 14:50

30 男子 背泳ぎ  100m タイム決勝 一般 4 14:55

31 女子 背泳ぎ  100m タイム決勝 小学生 3 15:04

32 女子 背泳ぎ  100m タイム決勝 一般 3 15:11

33 男子 自由形  100m タイム決勝 小学生 7 15:18

34 男子 自由形  100m タイム決勝 一般 14 15:33

35 女子 自由形  100m タイム決勝 小学生 4 16:01

36 女子 自由形  100m タイム決勝 一般 7 16:10

第５５回群馬県春季新人水泳競技大会競技順序

＊参加者が多いので昼食休憩なしで進行します。選手の皆さんは招集に遅れないよう心がけて

　ください。なお、競技方法をオーバーザトップで運営します。

競技終了予定時刻　１６：２５



                                                                                          
                                                                                        

              カメラ ･ ビデオ                                                             
                                                                                        

                                                                                        

  撮影者住所                                                                            
                                                                                       

  撮影者携帯TEL                                                                             

                                                                                        

                                                                          印         
                                                                                        

＊撮影許可申請書と保証金１０００円は、撮影許可証の返却確認後お返し

                                                                                          

                                                                                          
                                                                                        

              カメラ ･ ビデオ                                                             
                                                                                        

                                                                                        

  撮影者住所                                                                            
                                                                                       

  撮影者携帯TEL                                                                             

                                                                                        

                                                                          印         
                                                                                        

＊撮影許可申請書と保証金１０００円は、撮影許可証の返却確認後お返し

                                                                                          
　 いたします。

　群馬県水泳連盟主催公認大会専用

  撮 影 許 可 申 請 書　　                   　　［NO　　　   　　］                                          

  撮 影 許 可 申 請 書　　                   　　［NO　　　   　　］                                          

                                                                     水泳連盟記入                

                                                                     水泳連盟記入                

　群馬県水泳連盟主催公認大会専用

  撮影者氏名                                                                           

  続柄　　　 コーチ・家族・親戚・その他  （　　  　　　）                                    

  所属チーム名                                                                          

  平成　　   年　　  月　　  日　                                                              

  撮影者氏名                                                                           

  平成　　   年　　  月　　  日　                                                              

　 いたします。

＊記入していただいた個人情報は、この連絡以外では使用いたしません。

＊記入していただいた個人情報は、この連絡以外では使用いたしません。

  続柄　　　 コーチ・家族・親戚・その他  （　　  　　　）                                    

  所属チーム名                                                                          



棄権届出用紙 記入 年 月 日

ページ プロ NO 種 目 組 コース 氏 名

記載責任者 所属名 氏 名

招 集 コンピュータ 記 録 通 告

→ → →

棄権届出用紙 記入 年 月 日

ページ プロ NO 種 目 組 コース 氏 名

記載責任者 所属名 氏 名

招 集 コンピュータ 記 録 通 告

→ → →



名誉会長 蛭間　利雄
大会会長 田中　信宏
大会副会長 杉田　　智 木津　智史
大会委員長 安藤　　学
大会副委員長 高井　孝雄 小茂田　猛 滋野　文夫
大会委員 嶋田　英一 小池　和也 小滝　剛司 高橋　史倫

前川　浩市 設楽登美子 猪股　伸晃 平田　明仁
古瀬　  衛 岡野　大介 山室　　護 犬塚　　均
喜多　正義 須藤　文治 永山　昌昭 中島　善孝

競技進行 須藤　文治

審判長 喜多　正義

副審判長 須藤　　聡 古瀬　  衛（中） 三吉　　学（ス） 白石麻里子
泳法審判員 飯野　統世 伊藤富士男 豊原　宏明 山西　　充（中）

中島　善孝 白岩　　淳 日向　将一（ス） 岩井愼之介（ス）

出発合図員 主 安藤　　学 榎田  浩司（ス） 滋野　一馬
折返監察員 主 代田　玲子 宇貫　裕介（ス） 高橋　房富（ス） 萩原　秀則（ス）

栗原　達也（ス） 町田　愛美（ス） 小島  瑞枝 山口　将規（ス）

長沼　邦彦 中田　陽子 浅見　駿介（ス） 清水　武夫
須永　信雄 飯塚　淑光 大野　耕平 馬場　　惇（ス）

貫井　浩明（ス） 後閑　芳孝（中） 森　　佑哉 鈴木　優一

五味　悠河（ス） 真下　知正（ス） 浅見　拓也（ス） 水野　真和

阿部　祐香 丹羽　俊之 畑中　　恵 竹内　康祐（中）

河井　沙紀 下田　瑛佑（ス） 飯島　健斗（ス） 森田　正樹（ス）
機械操作員 主 磯田　　徹 石川　喜之 川田　浩義（ス） 川上　　剛（ス）
記録員 主 高橋光太郎（ス） 関　宗一郎 都丸　邦久（中） 佐藤　卓也

佐藤　里沙（ス） 女屋　　薫（中） 野口　優実（中） 新井祐理菜（中）

招集員 主 岩原　直子（ス） 五十嵐高夫（ス） 原澤　淑郎

Ａ 齋藤　　雄（ス） 久保田大地（ス） 日比野　花（ス） 古田島　茂（中）

Ｂ 下平　猛斗（ス） 伊藤　真匡（ス） 檜垣ちひろ（ス） 三俣志津夫（ス）
Ｃ 居城　　大（ス） 金子　真奈（ス） 野村　彪流（ス） 高木　紀光（ス）

通告員 主 加藤　由美 野村まさ江（ス） 篠原真理子（ス） 前川智恵子（中）

計時員 主 皆瀬千恵美 金子　　裕（ス）
Ａ 篠原　菜摘（ス） 下山　祐樹（中） 山口　邦弘（中） 渡辺　悠太（ス）

Ａ 古平　圭一（ス） 前原　裕治（ス） 薩美　　章（中） 前田　敏明（高）
Ｂ 原田　啓徳（ス） 斎藤　香見（ス） 稲葉　竜也（中） 石川　正樹（ス）
Ｂ 高橋　賢二（ス） 渡邉　和貴（ス） 浅見　　真（中） 中島美保子（中）

賞典員 主 犬塚　　均（中） 高井　孝雄

菊地明日香（中） 戸塚　智子（中） 前田　久枝（中） 関根　恵子（中）

笹　達一郎（中） 澤浦　美香（中）
場内警備 齋藤　将哉（ス） 小林　拓也（高） 吉村　圭祐（中） 高橋　宏輔（ス）

植木　　彩（ス） 上嶋　里美（ス） 小林知恵美（ス） 栗田　志穂（ス）

大島身江子（ス） 岡　美沙子（ス） 金子　真理（ス） 梅澤　美亜（ス）
総務員 主 松田　叔子

須藤　ゆい（ス） 栗原　美幸（中） 小林　朱里（中） 櫻井　明美（中）

鈴木眞由美（中） 岸　　里実（中） 清水　智子（中）
救護員 佐藤　恵子

ライフガード 須田　祐介 瀬谷　慶成

大会総務 田中　信宏 安藤　　学 高井　孝雄 須藤　文治

大　 会   役   員

競   技   役   員


