
１. 主　　催 日本スイミングクラブ協会北海道支部

２. 主　　管 日本スイミングクラブ協会北海道支部札幌地域委員会

３. 認　　定 日本スイミングクラブ協会北海道支部

４. 協　　力 札幌水泳協会（予定）

ＮＰＯ法人日本ライフセービング協会北海道支部

５. 期　　日 ２０１９年　２月１７日(日) 開会式　８時４５分　　競技開始９時００分

６. 場　　所 北海道青少年会館ｃｏｍｐａｓｓプール（２５ｍ×５レーン）

札幌市南区真駒内柏丘７丁目８－１

７. 後　　援 北海道青少年会館ｃｏｍｐａｓｓ

８. 競技規則 （公財）日本水泳連盟競泳競技規則に準じて行う。

９. 競技方法

（１）競技は種目別、男女別、年齢区分別のタイムレース決勝とする。

（２）年齢区分は、男女とも

・キッズスイムフェスティバル ５・６歳（Ｓ）＝未就学者とする。

・札幌地域水泳競技大会

８歳以下（Ａ）、９・１０歳（Ｂ）、１１・１２歳（Ｃ）、１３・１４歳（Ｄ）

１５～１８歳（Ｅ）＝高校生、１８～２４歳（Ｆ）＝大学生・一般とする。

（３）年齢は大会当日（２０１９年　２月１７日現在）の満年齢とする。

（４）１８～２４歳（Ｆ）は北海道水泳連盟公認大会参加標準記録突破を目的とした者とする。

　　　但し、表彰の対象外とする。

（５）組み合わせは年齢区分別には行わず記録の遅い者から順に組合わせる。

１０. 競技種目

男女とも次の通りとする。 （単位:ｍ）

１１. 申込み規定

（１）資格及び制限

①日本スイミングクラブ協会北海道支部加盟クラブ会員及び札幌地域委員会が認めた者。

②参加種目

・札幌地域水泳競技大会 ・キッズスイムフェスティバル

　３種目以内。但し、リレー種目は除く。 　４種目以内。

③リレー種目は個人種目出場者で編成すること。又、各年齢区分共に複数の参加をを認める。

（２）方法

③参加料

・札幌地域水泳競技大会 ・キッズスイムフェスティバル

　個人種目　　　　　　　７００円 　１人　　１，０００円

　リレー種目　　　　１，０００円　

・プログラム　　　１部　７００円　

・速報　　　　　　１部　８００円
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１２. 表彰

・札幌地域水泳競技大会 ・キッズスイムフェスティバル

（１）各種目上位３位までに賞状を贈る。 （１）参加者全員に参加賞を贈る。

（２）参加団体から各１名優秀選手賞を贈る。 （２）参加者全員に記録証を贈る。

（３）参加者全員に記録証を贈る。

１３. その他

（１）記録は北海道水泳連盟公認大会の参加標準記録として認定する。

（２）参加団体は競技役員を１名派遣すること。また、参加者が２０名以上の場合は２名以上を

　　　派遣すること。

（３）提出された団体情報・個人情報は大会運営・記録管理のみに利用します。

１４. 競技順序

1. 女子 1500ｍ 自由形 27. 女子 50ｍ 背泳ぎ 53. 女子 4×25ｍ フリーリレー

2. 男子 〃 28. 男子 〃 54. 男子 〃

3. 女子 800ｍ 自由形 29. 女子 50ｍ 平泳ぎ 55. 女子 4×50ｍ フリーリレー

4. 男子 〃 30. 男子 〃 56. 男子 〃

5. 女子 400ｍ 個人メドレー 31. 女子 50ｍ バタフライ 57. 女子 4×100ｍ フリーリレー

6. 男子 〃 32. 男子 〃 58. 男子 〃

7. 女子 4×25ｍ メドレーリレー 33. 女子 100ｍ 個人メドレー

8. 男子 〃 34. 男子 〃

9. 女子 4×50ｍ メドレーリレー 35. 女子 200ｍ 個人メドレー

10. 男子 〃 36. 男子 〃

11. 女子 4×100ｍ メドレーリレー 37. 女子 200ｍ 自由形

12. 男子 〃 38. 男子 〃

13. 女子 25ｍ 板キック 39. 女子 200ｍ 背泳ぎ

14. 男子 〃 40. 男子 〃

15. 女子 25ｍ 自由形 41. 女子 200ｍ 平泳ぎ

16. 男子 〃 42. 男子 〃

17. 女子 25ｍ 背泳ぎ 43. 女子 200ｍ バタフライ

18. 男子 〃 44. 男子 〃

19. 女子 25ｍ 平泳ぎ 45. 女子 100ｍ 自由形

20. 男子 〃 46. 男子 〃

21. 女子 25ｍ バタフライ 47. 女子 100ｍ 背泳ぎ

22. 男子 〃 48. 男子 〃

23. 女子 400ｍ 自由形 49. 女子 100ｍ 平泳ぎ

24. 男子 〃 50. 男子 〃

25. 女子 50ｍ 自由形 51. 女子 100ｍ バタフライ

26. 男子 〃 52. 男子 〃


