
クラスコード

男女混合メドレーリレー

120～159歳 Ｂ
３３

Ｆ280～319歳
２９

200歳～239歳３０
320歳以上 Ｇ160～199歳 Ｃ

２８

フリーリレー
メドレーリレー

距　　　　離

２００ｍ

５０ｍ

４×５０ｍ

　　　　　　（４）リレー種目について

背泳ぎ

５４ ５９ ６４ ６９中学３ ２４ ２９ ３４ ３９ ４４ ４９

中学１ １６ ２５ ３０ ３５
～ 以上～ ～ ～ ～ ～ ～～ ～ ～ ～

４０ ４５ ５０ ５５

年齢区分 区分表示
200歳～239歳

１００ｍ

４×２５ｍ

119歳以下 Ａ ０６ 240～279歳 Ｅ

４×２５ｍ
４×２５ｍ

男女混合リレー

Ｄ

Ｄ

０３ 120～159歳 Ｂ ０７

３２
Ｅ

160～199歳 Ｃ

Ａ

個人メドレー

２５ｍ ５０ｍ

バタフライ
２５ｍ ５０ｍ

４×２５ｍ

２５ｍ ５０ｍ
２００ｍ１００ｍ

２５ｍ １００ｍ
１００ｍ

　　　　　　　　ＨＰよりダウンロードして使用してください。
競技種目　　男女とも下記の種目とする。

　　　　　 　  ＊混合リレー種目は、男女各２名の参加で泳ぐ順序はチームごとに決めてください。
　　　　　　　 ＊４×５０ｍリレーは、中学生の男女のみとします。

３５ ４０ ４５区分 中学 １６ ２５ ３０ ６５ ７０ ７５

０４ ０８ 320歳以上 Ｇ

自由形
平泳ぎ １００ｍ

泳　形

　　　　　　　①各チームとも年令区分別に１チームのみの出場とする。
　　　　　　　②混合フリーリレー・混合メドレーリレーは、男子２名、女子２名とする。
　　　　　　　③一般のリレーでの年令区分は、全員の合計年令が該当年令となればよい。
　　　　　　　＊中学生以外のリレーのエントリーでは、同じチームから119歳以下、120歳以上の
　　　　　　　　複数参加があるので、プログラムへの表記の関係でチーム名の後にＡ～Ｇまでの
　　　　　　　　アルファベットを必ず記入していただくようお願いいたします。
　　　　　　　④ウェブスミスでのリレーの申し込みのクラスコードと年齢区分のアルファベット
　　　　　　　　表示は、下記の通りとする。

　　　　　　　＊リレーオーダー用紙は、追加要項からコピーして使用するか、群馬県水泳連盟の

年齢区分 区分表示 クラスコード

０１ 中学生 なし ０５

　　　　　　　混合リレークラスコード

０２

240～279歳２７ ３１

280～319歳 Ｆ

119歳以下

第２３回群馬県年齢別短水路水泳競技大会

開催要項

大会コード　　１０２３７１１（一般）
大会コード　　１０２３２０５（中学）

主　　催　　（一社）群馬県水泳連盟
主　　管　　（一社）群馬県水泳連盟
日　　時　　２０２３年１１月１２日（日）　　　競技開始予定時刻　９時１５分
　　　　　　会場準備　　　　７時１０分　　　　役員・コーチ・監督入場
　　　　　　開場時刻　　　　８時００分　　　　選手入場
会　　場　　しんしん大渡温水プール（公認２５ｍ９レーン）
参加規程　　１．参加資格
　　　　　　（１）群馬県在住、在勤、群馬県内スイミング会員、水泳愛好者とする。
　　　　　　（２）年齢は、当該年度４月１日現在の満年齢とする。
　　　　　　（３）申し込みは、各市水泳協会、スイミングクラブ、実業団、愛好者団体等の
　　　　　　　　　団体として申し込む。
　　　　　　（４）中学生は、原則として学校単位で申し込む。
　　　　　　（５）年齢区分は下記の通りとする。

　　　　　　 ＊　１６歳には高校１年生を含むものとします。
　　　　　　 ＊　８０歳以上で８５歳、９０歳以上の参加者があればその区分を設定します。
　　　　　　２．制　　限
　　　　　　（１）個人種目の参加は、１人２種目以内とする。ただし、リレーは除く。
　　　　　　（２）個人種目は、１チーム何名でも出場できる。　
　　　　　　（３）中学生は、５０ｍ・１００ｍの個人種目と4×50ｍフリーリレーに限って
　　　　　　　　　の出場とする。

年齢 ～ ～

８０５０ ５５ ６０
８０６０ ６５

７４

７０ ７５

７９



連 絡 先 　 〒３７０－０００２
　　　  　　　高崎市日高町５８４－１０　須藤　聡
　　　　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　　　　　０２７－３６３－６２１５

　　　　　　３．中学生は、中学生だけで競技を行い順位を決定する。

　　　  　　 群馬銀行伊勢崎西支店　　　　　普通・０９４４７０８
　　　　 　  （一社）群馬県水泳連盟　　　  競技委員長　須藤　聡
締　　切　　１．１０月２３日（月）　　　　ウェブスミスでのエントリー締切

　　　　　　　　別に決定する。
競技順序　　女子を先に同時レースを行い、順位は年齢区分ごとに決定する。

　　　　　　４．中学生外の競技は、記録により混合組み分けをして競技を行い、順位は年齢区分

　　　　　　２．年齢別のタイム決勝とする。
競技方法　　１．（公財）日本水泳連盟競泳競技規則で行う。　

9
10

性別
女男
女男
女男
女男
女男
女男
女男
女男
混合
女男

NO
1
2
3
4
5
6
7
8 　 １００ｍ自由形

 ４×２５ｍ混合フリーリレー
　　 ２５ｍ平泳ぎ

NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

種　　　目
　 ２００ｍ自由形
　 ４×５０ｍフリーリレー
　 ４×２５ｍフリーリレー
　 １００ｍ平泳ぎ
　 １００ｍ背泳ぎ
　 １００ｍバタフライ
　 １００ｍ個人メドレー

女男
女男

種　　　目
     ２５ｍ背泳ぎ
     ２５ｍバタフライ
     ２５ｍ自由形
   ２００ｍ個人メドレー
 ４×２５ｍ混合メドレーリレー
     ５０ｍ平泳ぎ
     ５０ｍ背泳ぎ
     ５０ｍバタフライ
     ５０ｍ自由形
 　４×２５ｍメドレーリレー

性別
女男
女男
女男
女男
混合
女男
女男
女男

　　　　　　２．参加者全員に記録証を授与する。（記録は各チームで記入してください）
表　　彰　　１．メダル　　１～３位　　　年齢別、種目別に授与する。　　　　

申込方法　　１．ウェブスミスより申し込む。
　　　　　　 ＊申込書類の提出（郵送）は必要ありません。
              ＊該当大会集計表で印刷した「競技会申し込み明細表」、「競技会申し込み（エン
　　　　　　　　トリータイム）データ一覧表」については各チームで保管をお願いします。
　　　　　　　＊エントリータイム記入例・・・１分１５秒２５は、１：１５．２５とする。
　　　　　　　「：」は分で「．」は秒です。この間違いが一番多いので気をつけてください。
 　　  　   ２．参加費振り込みの依頼人名は、個人名ではなくチーム名、学校名とする。
　　　　　　  ＊申し込み責任者のメールアドレス（ある方は）と携帯番号を申し込みの際に必ず
　 　　　　　 　入れてください。
　　　　　　３．申し込みに当たって当面の間は、群馬県水泳連盟ＨＰに掲載されている「大会参
　　　　　　　　加基準」を確認の上、申し込む。
参 加 費 　 個人種目　　　１種目　　　　一般１０００円・中学生　５００円
　　　　　  リレー種目　　１種目　　　　一般１２００円・中学生１０００円
　　　　　　　＊参加費は、競技会申し込み後に振り込みをお願いします。（事前振り込み）
　　　　　　　 当日棄権の場合、返金はありません。
振 込 先　　種目参加費を下記の口座に振り込む。

　　　　　　　　まで連絡をお願いします。
　　　　　　３．各参加チームは、２名以上の競技役員または補助員の派遣をお願いします。
　　　　　　　　なお、チームの事情等で２名の派遣ができない場合は、必ず連絡をお願いします。
　　　　　　　　また、協力していただいた方には、大会本部で交通費と昼食を用意します。
　　　　　　　＊出場者が高齢者（６５才以上）の場合は、競技役員の派遣を免除する場合もあり
　　　　　　　　ます。その場合は、申し込みの際に必ずその旨を連絡してください。
　　　　　　　＊本大会では、競技役員と選手を兼ねてもかまいません。ただし、競技役員として
　　　　　　　　行動する際は、競技役員としてふさわしい服装（Ｔシャツ・ポロシャツ・ジャー

　　　　　  　携　　帯　    　　　　　０７０－２６２５－１３１４
　　　　　　　Ｅ－mail　　　　　　　　dreamswim2020@yahoo.co.jp

連　　絡　　１．リレーオーダー用紙の提出は、選手番号を事前にメールまたは、群馬県水泳連盟
　　　　　　　　ＨＰに掲載しますので、必要事項を記入し、前々日までに連絡先メールアドレス
　　　　　　　　に送信または、ＦＡＸするか、当日８時３０分までに招集所に提出してください。
　　　　　　　　なお、変更については競技開始時刻３０分前まで受付けます。
　　　　　  ２．近年プール内の事故が多発しています。大会本部として、傷害保険に加入してい
　　　 　　　　 ます。大会会場での怪我についての対応ができますので、何かあった場合は本部

　　　　　　　　ジ等）でお願いします。
　　　　 　　 ＊中学校からの協力競技役員は１名でも可とします。
　　　　　　　＊競技役員と選手を兼任される方の交通費は、一律１０００円とさせていただきま
　　　　　　　　す。なお、昼食については用意いたします。
　　 　　　 ４．選手の控え場所は体育館になります。体育館は暖房が入りますが、毛布等の防寒
　　　　　　　　の用意もお願いします。
　　　　 　 ５．撮影許可証については、事前に撮影許可証申請書に必要事項を記入し、受付に提
　 　　　　　　 出してください。
 　　　　　 ６．大渡温水プールが前橋市の緊急対策本部に指定されたため、自然災害などの有事

　　　　　　    になることがあります。

                の際には大会が中止になることがあります。
感染症対策　１．感染状況による県内警戒度、国による対策・措置適用等により、選手・引率指導
　　　　　　　　者、大会役員・審判員以外の入場を制限する場合があります。
　　　　　　２．県内大会は、会場となる施設、および（一社）群馬県水泳連盟の定める感染対策
　　　　　　　　に準じて開催、運営します。
そ の 他　　１. 水着の着用については、２０２３年度の（公財）日本水泳連盟の規則を適用しま
　　　　　　　　す。ただし、一般の参加者については、水着の形状と素材（繊維のみ）を守れば
　　　　　　　　FINAの承認を受けてない水着でも良いこととします。
　　　　　　２. 社会情勢や自然災害等の不可抗力、もしくは感染症の流行等により、大会が中止


