
■ 主　催 横浜国際プール　指定管理者グループ（横浜市体育協会・コナミスポーツクラブ・トーリツ）

主　管 （一社）横浜水泳協会 協力　：（一社）日本水中スポーツ連盟

■
日　時　： 競技時間　：　　９：１５　～　１７：００　（予定）

会　場　： サブプール　（短水路　２５ｍ　ｘ　８レーン　×　２面　・　水深　２．５　ｍ）

入場口　： 個人・フィンの方　　　３Fサブプール観覧席入口　　（７：３０より入場開始）

団体参加の方　　　　 ２F正面エントランス入口　　  （７：３０より入場開始）

※団体の代表者１名に、７：００より整理券をお渡ししますので、２F正面エントランス入口にお集まりください。

※混雑及び事故防止のため、団体参加者と個人参加者との入場口を分けさせていただきます。

■ 競技順序

①女子４００ｍメドレーリレー

②女子・男子５０ｍCMAS　BF

③女子２００m個人メドレー

④女子・男子５０mSF

⑤女子・男子２５m自由形

⑥女子・男子２５m背泳ぎ

⑦女子・男子２５m平泳ぎ

⑧女子・男子２５mバタフライ

⑨女子・男子２５mAP

⑩混合２００ｍＣＭＡＳ　ＢＦリレー

⑪女子・男子１００mSF ④男子５０m自由形

⑫女子・男子５０mＪ　ＢＦ ⑤男子５０m背泳ぎ

⑬女子５０m自由形 ⑥男子５０m平泳ぎ

⑭女子５０m背泳ぎ ⑦男子５０mバタフライ

⑮女子５０m平泳ぎ ⑧男子１００m個人メドレー

⑯女子５０mバタフライ ⑨混合２００mフリーリレー

⑰女子１００m個人メドレー

⑩男子１００m自由形

⑳女子１００m自由形 ⑪男子１００m背泳ぎ

㉑女子１００m背泳ぎ ⑫男子１００m平泳ぎ

㉒女子１００m平泳ぎ ⑬男子１００mバタフライ

㉓女子１００mバタフライ ⑭男子４００mフリーリレー

㉔女子４００mフリーリレー

※本競技会は２面での競技を予定しております。休憩時間中はウォーミングアップが可能です。

■ 表彰 各種目の１位の方に記念品をお渡しします。尚、受渡しは当日限りとなります。

＊フィン競技・リレー競技は全年齢区分での表彰となります。

■ 参加資格 小学生以上で５０ｍ以上泳げる健康な方。

定期的に、競泳の練習をしている方。（健康に不安がある方は、医師の診断のもとご参加ください）

■ 申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入し、郵送もしくは国際プール受付に直接お持ちください。

　＊「Web-SWMSYS」が利用できる団体は、Web-SWMSYS以外では申込みできません。（＊公立中学校は除く）

  ＊エントリー大会名　；   「第５９回横浜国際プール短水路記録会」

　　　　　　　（「中学生以下」と「高校生以上」の大会設定がありますので、ご注意ください）

※郵送の場合は必ず、申込者一覧表・撮影許可申請書を同封してください。尚、振込手数料は参加者負担となります。

※個人種目は１人３種目以内です。またリレー種目は申込みをしている団体からの出場となります。

※リレー種目は男女・混合各１チームの出場とします。２０名以上の団体は２チーム出場できます。

※個人種目に申込みしていない選手はリレーに出場できません。

※申込み後の種目変更・取消はできません。

※出場申込一覧表の必要事項は正確に・楷書で記載をお願いいたします。

※申込用紙は「個人用」「団体（Web用）」「団体（その他）」「フィン用」「フィン団体用」の５種類があります。

※リレーに出場する方、６名以上で申込みの方は「団体用」の申込用紙を使用してください。

※団体で出場するチームは協力役員の協力をお願いします。

協力役員を依頼するチームを１月２３日（水）～１月３１日（木）までホームページに掲載いたします。

※参加費・検定料・プログラム代など入金後の返金はできません。

※当日棄権されても、参加費・検定料・プログラム代の払戻しは出来ませんので、ご了承ください。

※「Web-SWMSYS」で混合リレーに出場する中学生以下のチームは、高校生以上の欄から申込みをしてください。

■ 参加費 小・中学生：1種目（個人種目　　　　　　　６００円）税込 競泳リレー：１種目（小中学生　　　　　１，２００円）税込　

高校・一般：1種目（個人種目　　　　　１，２００円）税込 競泳リレー：１種目（高校・一般・混合　２，０００円）税込　

○泳力検定受検料：大人、子ども共通　「１種目　６００円」税込

           （※合格者は別途認定料　７００円税込を当日お支払いいただきます。）

　　　　　検定料は参加費と一緒に、銀行振込（振込手数料は参加者負担）か、直接お持ちください。

※泳力検定料は事前に参加費に加算して申込みください。事前申込みが無い場合、

当日申請されても泳力の認定はできません。また、認定証・バッジ受渡しは当日限りとなります。

なお、該当種目終了後おおよそ１時間後より認定証・バッジの受渡しをいたします。

※全レースタイム決勝で行います。

（A面ジャグジー側） （B面電光掲示板側）

①男子４００mメドレーリレー

②男子２００m個人メドレー

③混合２００mメドレーリレー

休憩時間

横浜国際プール　第５９回短水路記録会　実施要項（競泳競技）

開催日時・会場

２０１９年　２月　１７日（日）

⑱混合２００mＳＦリレー

⑲女子・男子１００mCMAS　BF

休憩時間

休憩時間

休憩時間



■ 申込期間 競泳競技　　　２０１９年　１月６日（日）　～　　１月２０日（日）

　＊Webの場合→ ２０１９年　　１　月　１８　日　（　金　）　までに入力

　＊郵送の場合→ ２０１９年　　１　月　１９　日　（　土　）　必着

　＊直接の場合→ ２０１９年　　１　月　２０　日　（　日　）　最終日１８：００まで

※期間中、窓口での受付は平日２０：３０／土日祝１９：３０までとなります。

■ プログラムについて　　１部；前売り７００円（税込）／当日１，０００円　（税込）
１０名以上参加の団体にはプログラム1部を差し上げます。

プログラムを購入ご希望の方は、申込用紙に併せてご記入ください。

尚、申込み後の変更、返品はできません。

当日も受付で販売をしておりますが、部数に限りがございます。ご了承ください。

■ 振込先 　銀行名　　　 横浜銀行　横浜市庁支店

　口座ＮＯ　　　普通　１１７０１００

　口座名義　　　ヨコハマコクサイプールシュウニュウグチ

　　　　　　　　　　ザイ）ヨコハマシタイイクキョウカイ　※振込受領書をもって領収書とさせていただきます。

（郵便先）

〒２２４-００２１ 横浜市都筑区北山田７－３－１　横浜国際プール「記録会」係

■ 競泳競技について

・本記録会は２０１８年度（公財）日本水泳連盟競技規則に準じて行います。

・尚、スタートは１回制とし、スタート台の台上・台横・水中からのスタートを可とします。（泳力検定も含む）

・召集は５組前に行います。また、召集に遅れると失格となります。

・失格事由のお問合せは、失格事由確認用紙に必要事項を記入の上、コンピュータールームにて提出してください。

 尚、失格事由確認におおよそ１時間をいただきます。また、お問合せは当日限りとなります。

・水着は、FINA承認水着以外でも可とします。（泳力検定も含む）

■ 泳力検定について

・記録会でのレースと平行して、（公財）日本水泳連盟認定の泳力検定を行います。

　これは全国統一基準で行われる公認資格として、履歴書等に記載することができます。

・合格者には、（公財）日本水泳連盟から認定バッジと認定証が授与されます。

　尚、認定には別途認定料（登録料含む）が７００円（税込）が必要です。

（認定の手順については、当日販売のプログラムでご確認ください。）

※泳力検定受検料だけでは、記録会への参加はできません。

（検定受験料 ６００円税込は参加費と合わせて、事前にお支払いください）

（検定認定料 ７００円税込は合格した場合に、当日の支払いとなります。）

※泳力検定合格者への認定証・バッジの受渡しは当日限りとなります。

■ 施設の利用について

・当日、ロッカーの鍵はかかりませんので、貴重品類は各自で管理をお願いいたします。

・団体参加者の控えスペースとして「サブアリーナ」を開放いたしますが、譲り合ってお使いください。

・マナーを守って皆様が気持ちよく使えるよう、ご協力をお願いいたします。

※盗難防止のため、貴重品の持ち込みはご遠慮ください。

■ 個人情報の取扱いについて

・申込用紙等に記載された個人情報については、競技会のプログラムやランキングの作成を含み、

　競技会運営を円滑に行うために必要なものだけに使用し、その他の目的には使用、提供いたしません。

・記録会終了後、記録の結果を横浜国際プールのホームページに掲載いたします。

・個人情報をご提供いただけない場合や、記録会の結果をホームページに掲載する事に

　ご同意いただけない場合は、記録会への参加をお断りする場合があります。

・個人情報の取扱いに関する問合せ先　　：　０４５－５９２－０４５３　（記録会担当）　

・個人情報保護管理者　：　指定管理者グループ代表団体　公益財団法人横浜市体育協会　事務局長　

　０４５－６４０－００１１

■ その他 ・２次要項はございません。

・当日の競技時間は１月２８日（月）以降に横浜国際プールのホームページでお知らせいたします。

・出場種目や氏名等は１月２３日（水）～１月３０日（水）の期間中に、ホームページより確認をお願いいたします。

 修正はFAXにて　０４５-５９２-１４０２　までお知せください。修正受付期間　１月２３日（水）～１月３０日（水）。

 尚、主催者の責による修正のみ受付けます。

上記期間を過ぎますとプログラムの修正ができませんので予めご了承ください。

・要項及び申込用紙は横浜国際プールのホームページからでダウンロードできます。

・本記録会は（公財）日本水泳連盟・（一社）日本マスターズ水泳協会の公認大会ではありません。

・記録証はお渡ししますが、速報及び２月２０日（水）以降にホームページで案内する「競技結果」で確認し、

　「記録」「種目」「氏名」は各自で記入をお願いいたします。

・撮影を希望される方は申込時に撮影許可証を申請してください。（当日の申請はできません）

※不明な点は、横浜国際プール（０４５－５９２-０４５３）記録会担当までお問い合わせください。

主催者の責によらない事由での競技会中止・または途中での中止の場合、参加費の返金はいたしません。



２０１７年４月改訂
性 級 内　　容 種目NO 1 7 9 11 13 15 20 30 40 50 60 70

1級 200ｍ個人メドレーを標準記録以内で完泳 1 200ｍ 個人メドレー 4:58.0 4:31.0 3:49.0 3:28.0 3:13.0 3:05.0 4:00.0 4:10.0 4:20.0 4:30.0 4:45.0 5:02.0
2級 100ｍ個人メドレーを標準記録以内で完泳 2 100ｍ 個人メドレー 2:30.0 2:16.0 2:03.0 1:48.0 1:39.0 1:32.0 1:50.0 2:00.0 2:10.0 2:20.0 2:40.0 2:45.0

3 50ｍ バ タ フ ラ イ 1:16.0 1:08.0 1:00.0 :52.0 :48.0 :44.0 :50.0 :55.0 1:00.0 1:05.0 1:15.0 1:30.0
4 50ｍ 平 泳 ぎ 1:28.0 1:20.0 1:11.0 1:01.0 :56.0 :51.0 :59.0 1:04.0 1:09.0 1:14.0 1:24.0 1:27.0
5 50ｍ ク ロ ー ル 1:11.0 1:03.0 :56.0 :49.0 :44.0 :41.0 :47.0 :52.0 :57.0 1:02.0 1:07.0 1:12.0
6 50ｍ 背 泳 ぎ 1:20.0 1:12.0 1:04.0 :55.0 :51.0 :46.0 :53.0 :58.0 1:03.0 1:08.0 1:13.0 1:22.0
7 25ｍ バ タ フ ラ イ :39.0 :33.0 :29.0 :25.0 :24.0 :22.0 :25.0 :27.0 :29.0 :32.0 :37.0 :48.0
8 25ｍ 平 泳 ぎ :44.0 :39.0 :35.0 :30.0 :27.0 :25.0 :29.0 :31.0 :34.0 :36.0 :41.0 :43.0
9 25ｍ ク ロ ー ル :35.0 :31.0 :27.0 :24.0 :22.0 :20.0 :23.0 :25.0 :28.0 :30.0 :33.0 :36.0
10 25ｍ 背 泳 ぎ :40.0 :35.0 :31.0 :27.0 :25.0 :23.0 :26.0 :28.0 :31.0 :33.0 :36.0 :41.0
11 25ｍ バ タ フ ラ イ :48.0 :43.0 :38.0 :33.0 :30.0 :27.0 :31.0 :34.0 :37.0 :40.0 :45.0 :58.0
12 25ｍ 平 泳 ぎ :49.0 :44.0 :39.0 :34.0 :31.0 :28.0 :32.0 :35.0 :38.0 :41.0 :46.0 :49.0
13 25ｍ ク ロ ー ル :40.0 :35.0 :31.0 :27.0 :24.0 :23.0 :26.0 :29.0 :31.0 :34.0 :37.0 :40.0
14 25ｍ 背 泳 ぎ :45.0 :40.0 :35.0 :30.0 :28.0 :25.0 :29.0 :32.0 :35.0 :37.0 :40.0 :45.0
15 25ｍ バ タ フ ラ イ :53.0 :48.0 :43.0 :38.0 :35.0 :32.0 :36.0 :39.0 :42.0 :45.0 :50.0 1:03.0
16 25ｍ 平 泳 ぎ :54.0 :49.0 :44.0 :39.0 :36.0 :33.0 :37.0 :40.0 :43.0 :46.0 :51.0 :54.0
17 25ｍ ク ロ ー ル :45.0 :40.0 :36.0 :32.0 :29.0 :28.0 :31.0 :34.0 :36.0 :39.0 :42.0 :45.0
18 25ｍ 背 泳 ぎ :50.0 :45.0 :40.0 :35.0 :33.0 :30.0 :34.0 :37.0 :40.0 :42.0 :45.0 :50.0
19 25ｍ バ タ フ ラ イ :58.0 :53.0 :48.0 :43.0 :40.0 :37.0 :41.0 :44.0 :47.0 :50.0 :55.0 1:08.0
20 25ｍ 平 泳 ぎ :59.0 :54.0 :49.0 :44.0 :41.0 :38.0 :42.0 :45.0 :48.0 :51.0 :56.0 :59.0
21 25ｍ ク ロ ー ル :50.0 :45.0 :41.0 :37.0 :34.0 :33.0 :36.0 :39.0 :41.0 :44.0 :47.0 :50.0
22 25ｍ 背 泳 ぎ :55.0 :50.0 :45.0 :40.0 :38.0 :35.0 :39.0 :42.0 :45.0 :47.0 :50.0 :55.0

1級 200ｍ個人メドレーを標準記録以内で完泳 23 200ｍ 個人メドレー 4:58.0 4:31.0 3:49.0 3:18.0 3:00.0 2:45.0 3:20.0 3:30.0 3:40.0 3:50.0 4:05.0 4:30.0
2級 100ｍ個人メドレーを標準記録以内で完泳 24 100ｍ 個人メドレー 2:30.0 2:16.0 2:03.0 1:48.0 1:32.0 1:25.0 1:40.0 1:50.0 2:00.0 2:10.0 2:20.0 2:27.0

25 50ｍ バ タ フ ラ イ 1:16.0 1:08.0 1:00.0 :52.0 :44.0 :40.0 :48.0 :53.0 :58.0 1:03.0 1:08.0 1:16.0
26 50ｍ 平 泳 ぎ 1:28.0 1:20.0 1:11.0 1:01.0 :51.0 :47.0 :56.0 1:01.0 1:06.0 1:11.0 1:16.0 1:21.0
27 50ｍ ク ロ ー ル 1:11.0 1:03.0 :56.0 :49.0 :41.0 :37.0 :45.0 :50.0 :55.0 1:00.0 1:05.0 1:11.0
28 50ｍ 背 泳 ぎ 1:20.0 1:12.0 1:04.0 :55.0 :46.0 :43.0 :51.0 :56.0 1:01.0 1:06.0 1:11.0 1:22.0
29 25ｍ バ タ フ ラ イ :39.0 :33.0 :29.0 :25.0 :22.0 :20.0 :24.0 :26.0 :28.0 :31.0 :33.0 :35.0
30 25ｍ 平 泳 ぎ :44.0 :39.0 :35.0 :30.0 :25.0 :23.0 :27.0 :30.0 :32.0 :35.0 :37.0 :40.0
31 25ｍ ク ロ ー ル :35.0 :31.0 :27.0 :24.0 :20.0 :18.0 :22.0 :25.0 :27.0 :29.0 :32.0 :35.0
32 25ｍ 背 泳 ぎ :40.0 :35.0 :31.0 :27.0 :23.0 :21.0 :25.0 :27.0 :30.0 :32.0 :35.0 :38.0
33 25ｍ バ タ フ ラ イ :48.0 :43.0 :38.0 :33.0 :27.0 :25.0 :30.0 :33.0 :35.0 :38.0 :41.0 :44.0
34 25ｍ 平 泳 ぎ :49.0 :44.0 :39.0 :34.0 :28.0 :26.0 :31.0 :34.0 :36.0 :39.0 :42.0 :45.0
35 25ｍ ク ロ ー ル :40.0 :35.0 :31.0 :27.0 :23.0 :20.0 :25.0 :28.0 :30.0 :33.0 :36.0 :40.0
36 25ｍ 背 泳 ぎ :45.0 :40.0 :35.0 :30.0 :25.0 :24.0 :28.0 :31.0 :34.0 :36.0 :39.0 :43.0
37 25ｍ バ タ フ ラ イ :53.0 :48.0 :43.0 :38.0 :32.0 :30.0 :35.0 :38.0 :40.0 :43.0 :46.0 :49.0
38 25ｍ 平 泳 ぎ :54.0 :49.0 :44.0 :39.0 :33.0 :31.0 :36.0 :39.0 :41.0 :44.0 :47.0 :50.0
39 25ｍ ク ロ ー ル :45.0 :40.0 :36.0 :32.0 :28.0 :25.0 :30.0 :33.0 :35.0 :38.0 :41.0 :45.0
40 25ｍ 背 泳 ぎ :50.0 :45.0 :40.0 :35.0 :30.0 :29.0 :33.0 :36.0 :39.0 :41.0 :44.0 :48.0
41 25ｍ バ タ フ ラ イ :58.0 :53.0 :48.0 :43.0 :37.0 :35.0 :40.0 :43.0 :45.0 :48.0 :51.0 :54.0
42 25ｍ 平 泳 ぎ :59.0 :54.0 :49.0 :44.0 :38.0 :36.0 :41.0 :44.0 :46.0 :49.0 :52.0 :55.0
43 25ｍ ク ロ ー ル :50.0 :45.0 :41.0 :37.0 :33.0 :30.0 :35.0 :38.0 :40.0 :43.0 :46.0 :50.0
44 25ｍ 背 泳 ぎ :55.0 :50.0 :45.0 :40.0 :35.0 :34.0 :38.0 :41.0 :44.0 :46.0 :49.0 :53.0

男
　
　
子

3級 ４泳法中の１泳法を標準記録以内で完泳

4級 ４泳法中の１泳法を標準記録以内で完泳

5級 ４泳法中の１泳法を標準記録以内で完泳

6級 ４泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳

7級 ４泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳

(公財)日本水泳連盟　泳力検定基準表

種　　目

女
　
　
子

3級 ４泳法中の１泳法を標準記録以内で完泳

4級 ４泳法中の１泳法を標準記録以内で完泳

5級 ４泳法中の１泳法を標準記録以内で完泳

6級 ４泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳

7級 ４泳法中の1泳法を標準記録以内で完泳


