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 第 48 回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会 

（大会コード 0121735） 

１.主  催  （一社）日本スイミングクラブ協会 

２.管  轄  （一社）日本スイミングクラブ協会事業企画委員会 

３.主  管      日本スイミングクラブ協会北海道支部事業企画委員会 

４.公  認  （公財）日本水泳連盟・（一財）北海道水泳連盟  

５.後  援  江崎グリコ㈱・札幌水泳協会 

６.期  日  2022年１月 10日（月･祭日） 競技開始 9:00（予定) 

７.場  所  札幌市平岸プール（公認２５ｍ／8 レーン×2面 公認 2612） 

８.競技種目  年齢は大会当日の満年齢とし、１８才は高校生とする。 

男女共通（自由形 1500m は男子、800m は女子とする）         (m) 

種目/区分 

（クラス） 

10 才以下(B) １１・１２才(Ｃ) １３・１４才(D) 15～18 才(E) 

（０１） （０２） （０３） （０４） 

自由形 
５０・１００・２００ ５０・１００・２００・４００ 

 ８００（女子）  １５００（男子） 

背泳ぎ ５０・１００ ５０・１００・２００ 

平泳ぎ ５０・１００ ５０・１００・２００ 

バタフライ ５０・１００ ５０・１００・２００ 

個人メドレー １００・２００ ２００・４００ 

メドレーリレー 4×50m 4×100m 

フリーリレー 4×50m 4×100m 

９.参加資格及び制限 

(１) 2021 年度（公財）日本水泳連盟の競技者登録を完了している選手で、所属する団体も団体登

録を完了していること。 

(２) 2020 年 4 月 1 日以降の公式、公認大会及び北海道水泳連盟加盟水泳協会主催大会の記録が

参加標準記録（別表）を突破（同記録可）している者。ただし、自由形 1500m は 18:.56.2

以内、自由形 800mは 10:30.5 以内とする。 

(３) 加盟水泳協会主催大会は次の条件を満たしていること。 

      ・年度事業計画した公認プールの競技会であること。 

      ・記録結果がリザルト、エクセル等で管理されていること。 

(４) 個人種目は１人３種目以内（リレーは除く）、リレーは１団体、各区分１チームとする。 

(５) リレー種目については個人種目出場者で編成すること。全国大会等の参加記録の突破を目指す、

大学生および一般のオープン参加を認めるが表彰の対象とはしない。クラスコードは以下の通

りとする。 

個人種目 10 才以下：01、11･12才：02、13･14 才：03、15～18才：04 

オープン：05 

リレー  10 才以下：06、11･12才：07、13･14 才：08、15～18才：09 

オープン：10 

(６) 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、健康チェック表の提出を行うこと。 

10.競技方法 

(１) 取得点数によるクラブ対抗とし、点数配分は次のように行う。 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

個 人 競 技 ７点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点

リレー競技 １４点 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点  
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(１) 男女別に年齢区分個人競技及びリレー競技とする。 

(２) 競技はタイムレース決勝とし、25m×8 レーン×２面で行う。 

(３) 計時は自動審判装置により行う。 

(４) 2021 年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に則り行う。 

(５) コロナウィルス感染拡大防止対策により、競技会の午前は男子、午後は女子に分けて行い、日

程は 2次要項で連絡します。 

(６) 競技会の申込状況により、年齢区分が異なっていても同時にレースを行う場合がある。 

11.表  彰 

(１) 参加選手には、参加賞及び記録証を贈る。 

(２) 年齢区分別・種目別個人上位３位までの入賞者にメダル、上位 3位までに賞状を贈る。 

(３) 団体表彰は、クラブ毎に得点を累計し、男子総合・女子総合１位、男女総合上位３位まで表彰

する。 

(４) 個人表彰は、最優秀選手 1 名、男子及び女子優秀選手各 1 名、男女別の年齢区分ごとに優秀選

手を表彰する 

(５) 表彰は、個人及び団体とも日本スイミングクラブ協会北海道支部加盟クラブとする。 

12.申込方法 

(１) 本大会の申込は、競技者登録一括管理システム（Ｗｅｂ－SWMSYS）により行う。 

(２) 大会コード番号 0121735 

(３) 参加登録団体は、個人種目、リレーとも下記の書類に必要事項を記入の上、申込金を添えて申

込むこと。 

① 総括申込表（申込金振替受領書の写しを添付すること）         1 部 

② 大会申込データー一覧表 （Ｗｅｂ－SWMSYS 印刷出力データー）   1 部 

③ 大会申込リレーデーター一覧表（Ｗｅｂ－SWMSYS 印刷出力データー） 1 部 

④ 競技会申込明細表   （Ｗｅｂ－SWMSYS 印刷出力データー）    1 部 

⑤ 確認書（中学生以下の参加者は保護者同意書が必要大会当日持参）       1 部 

(４) 申込種類送付先 

〒 068-0041 岩見沢市北 1条西 16 丁目 5-9 尾崎 彰子 方 

            日本スイミングクラブ協会北海道支部事業企画委員会 宛 

             電話 0126－25－8540 ＦＡＸ 0126－25－8541 

(５) 参加料  個人種目 1,200 円  リレー種目 3,000 円 

(６) その他  プログラム 1,200 円       速報 1,500 円 

(７) 申込締切日  2021 年 12 月 10日（金曜日）正午必着 

13.申込金の送金先 

     郵便口座    02760―5―3206(郵便振替) 

     口 座 名    （社）日本スイミングクラブ協会 北海道支部 

      ※ 通信欄には「クラブ名」と「新年フェスティバル参加費」と記入のこと。 

14. 競技順序 

1. 男子・女子 １００ｍ 個人メドレー 

2. 男子・女子  ５０ｍ 自由形 

3. 男子・女子  ５０ｍ 背泳ぎ 

4. 男子・女子  ５０ｍ 平泳ぎ 

5. 男子・女子  ５０ｍ バタフライ 

6. 女子    ８００ｍ 自由形 

7. 男子   １５００ｍ 自由形 

8. 男子・女子 ４００ｍ 個人メドレー 

9. 男子・女子 ２００ｍ 自由形 

10. 男子・女子 ２００ｍ 背泳ぎ 

11. 男子・女子 ２００ｍ 平泳ぎ 

12. 男子・女子 ２００ｍ バタフライ 

13. 男子・女子 4×50ｍ メドレーリレー 

14. 男子・女子 ４×100ｍ メドレーリレー 

15. 男子・女子 ２００ｍ 個人メドレー  

16. 男子・女子 １００ｍ 自由形 

17. 男子・女子 １００ｍ 背泳ぎ 

18. 男子・女子 １００ｍ 平泳ぎ 

19. 男子・女子 １００ｍ バタフライ  

20. 男子・女子 ４００ｍ 自由形 

21. 男子・女子 4×50ｍ フリーリレー 

22. 男子・女子 ４×100ｍ フリーリレー 

15.その他 

(１) 本競技会は無観客開催とし、選手、監督・コーチは AD カードを着用してもらいます。（はがき

サイズ。2次要項と共に発送予定です） 

(２) 昼食弁当の希望者は大会総括申込表に記入して申込むこと。 
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(３) 参加団体は、出場選手が 10 名以下の場合は競技役員 1名、11 名以上の場合は競技役員 

２名以上を必ず派遣すること。 

(４) 参加団体は、名刺広告の原稿送付と費用 5,000 円を参加費と同時に送金するようお願いします。 

(５) 参加団体は、参加選手数のプログラムを購入するようご協力お願いします。 

(６) コロナ禍等不測の事態で競技会が中止になった時、プログラムの印刷が済んでいるときはその

代金は返金致しません。プログラムはチームへ送付いたしますので予約者へ配布ください。 

(７) 不明な点がありましたら、下記にご連絡ください。 

     日本スイミングクラブ協会北海道支部事業企画委員会 尾崎彰子 

             電 話 0126－25－8540 

  ＦＡＸ 0126－25－8541 

(８) 個人情報の取扱について 

競技会の申込にかかわる個人情報については､競技会のプログラム･ランキング･実施報告書・記

録の公表等を行う為に使用します。※ 第三者提供先  (有)東洋電子システム 

 


