
1.  主　　 催　　　　　おおい町水泳協会

２． 共 　　催　　　　　（一財）福井県水泳連盟

３． 後　　 援　　　　　おおい町　　　おおい町教育委員会　　　おおい町スポーツ協会　　　福井新聞社

　　　 　　　　　　 　　　関西電力株式会社　　　株式会社おおい　　　アクアスポーツ株式会社

４． 期　　 日　　　　　令和　５年　１月29日（日）

５． 会　　 場　　　　　おおい町フィットネスセンターアクアマリン

　　     　　　　　　　　　（所在地）福井県大飯郡おおい町成和2-1-1

　   　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ）０７７０－７７－２８３０

６．実施要項　　　　　（１） レースはすべてタイムレースとし、すべて合同で行う。

　　　　　　　　　　　　　（２） 自動審判計時装置を使用します。

７．参加制限　　　　　（１） （公財）日本水泳連盟に選手登録を完了している者。

　　及び区分　　　　　　　　および小学生以下の各クラス及び各種目に参加標準記録を設ける。

　　　　　　　　　　　　　（２） 出場種目は、１人３種目以内（リレー種目は除く）とし、リレー種目は、

　　　　　　　　　　　　　　　　男女各１チームのみとする。

　　　　　　　　　　　　　（３） 競技区分は　男女とも、小学１・２年、３・４年、５・６年、中学生、高校生

　　　　　　　　　　　　　　　  一般（大学生・18歳以上）、無差別で行う。

　　　　　　　　　　　　　（４） リレー競技は無差別とします。【リレークラス】無差別⇒７

　　　　　　　　　　　　　（５） 本年度は、県外特別招待チームとしてPSK（兵庫県）をお招きいたします。

８．競技種目　　　　

一般

大学生

1 2 3 4 5 6 7

400ｍ

200ｍ

200ｍ

200ｍ

400ｍ

50ｍ・100ｍ・200ｍ

200ｍ

第２6回 おおい町水泳競技大会 実施要項
（ 日 本 水 泳 連 盟 公 認 大 会 ）

無差別高校生中学生小5.6年小3.4年小1.2年クラス名称

クラスコード

                                200ｍ・400ｍ

50ｍ・100ｍ

※ 小学生以下のクラス及び各種目に参加標準記録を設ける。

平　泳　ぎ

バタフライ

個人メドレー

メドレーリレー

フリーリレー

背　泳　ぎ

自　由　形



９．表　　 彰　　   　　

　　　　　　　　（１）参加者全員に記録賞を授与する。

　　　　　　　　（2） 各種目1～３位に賞状を授与する。

1０．申込方法　　

　　　　　　　　（１） Web-SWMSYSにてエントリーを行い、出力した以下の用紙を下記まで郵送・FAXにて

　　　　　　　　　　  申込下さい。申込金は下記の振込期限内を遵守してください。

 　　　 　　　　（2） 提 出 物　　　①競技会申込（エントリーＴＩＭＥ）一覧　　②競技会申込明細表　　③誓約書　

　　　　　　　　（３） 申 込 金　　　1種目　1,000円 （リレーは、2,000円）

　　　　　　　　（４） プログラム     １部  500円 （当日販売はありません）

　　　　　　　　（５） 申 込 先　　〒919-2104　福井県大飯郡おおい町成和2-1-1おおい町フィットネスセンターアクアマリン

　　　　　　　　（６） 振 込 先　　　小浜信用金庫1473　　大飯支店004　　普通 0090960

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおい町水泳協会　会長　柿本　正博

　　　　　　　　（７） 申込締切　　　令和3年12月22日（水）必着　　【Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳの入力期限は12月21日（火）】

　　　　　　　　（８） 申込確認　　 　1月8日～1月12日までの間に「Results of Japan Swimming

                                         （https://result.swim.or.jp/）」にて確認を行い、間違いやミスが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あった場合には1月13日までにE-mailで報告してください。

1１．競技順序

1.女子 21.女子

2.男子 22.男子

3.女子 23.女子

4.男子 24.男子

5.女子 25.女子

6.男子 26.男子

7.女子 27.女子

8.男子 28.男子

9.女子 29.女子

10.男子 30.男子

11.女子 31.女子

12.男子 32.男子

13.女子 33.女子

14.男子 34.男子

15.女子 35.女子

16.男子 36.男子

17.女子 37.女子

18.男子 38.男子

19.女子

20.男子

100ｍ背泳ぎ

〃

50ｍ平泳ぎ

〃

400ｍ自由形

〃

4×５０ｍメドレーリレー

〃

4×１００ｍメドレーリレー

〃

〃 〃

200ｍ自由形

〃

50ｍバタフライ

4×５０ｍフリーリレー 200ｍ平泳ぎ

50ｍ自由形

〃

200ｍ個人メドレー

〃

〃

100ｍバタフライ

〃

〃

100ｍ自由形

〃

100ｍ平泳ぎ

400ｍ個人メドレー

〃

200ｍバタフライ

〃

〃

　　　　　　　　　　　　　場合には1月1４日までにE-mailで報告してください。

（３） 申 込 金　　　1種目　1,000円 （リレーは、2,000円）

（４） プログラム     １部  500円 （当日販売はありません）

（５） 申 込 先　　〒919-2104　福井県大飯郡おおい町成和2-1-1 おおい町フィットネスセンターアクアマリン

（６） 振 込 先　　 　小浜信用金庫1473　　大飯支店004　　普通 0090960

　                      おおい町水泳協会　会長　柿本　正博

　                        E-mail 　　 aqua2005@kore.mitene.or.jp

4×１００ｍフリーリレー

〃

50ｍ背泳ぎ

200ｍ背泳ぎ

〃

（１） 参加者全員に記録賞を授与する。

（2） 各種目1～３位に賞状を授与する。

（１） Web-SWMSYSにてエントリーを行い、出力した以下の用紙を下記まで郵送・FAXにて

　　　申込下さい。申込金は下記の振込期限内を遵守してください。

（2） 提 出 物　　　①競技会申込（エントリーＴＩＭＥ）一覧　　②競技会申込明細表　　③誓約書　

【 振込期間：2023年　1月10日(火)～14日(土） 】　振込手数料は各自でご負担願います。

（７） 申込締切　　　令和4年12月25日（日）必着　　【Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳの入力期限は12月24日（土）】

（８） 申込確認　　 　1月10日～1月13日までの間に「Results of Japan Swimming

                          （https://result.swim.or.jp/）」にて確認を行い、間違いやミスがあった



1２．大会開催にあたり　　　　　

                 【チャレンジレース】

                  ・今大会につきましては、感染症対策に基づき、不本意ながらチャレンジレースは中止とさせて

　　　　　　　　　  いただきます。

１３．監督者会議

　　　　　　　　　・監督者会議は行いません。当日までの事前連絡とします。

１４．そ  の  他

　　　　　　　　　　入館時は入口にて体温測定を行い、アルコールでの手指消毒をお願いします。

　　　　　　　　　・控え場所は、プール向かいの体育館を予定しております。館内は広いので、密集を避け十分に

　　　　　　　　　　間隔をとってご利用ください。

　　　　　　　　　・競技役員は、マスクもしくはフェイスガードを着用します。尚、一部の競技役員はマスク等を

　　　　　　　　　　外すことがあります。

　　　　　　　　　・開会式・閉会式は行いません。

　　　　　　　　　・プログラムは、予約販売のみとさせていただきます。（当日販売はありません）

　　　　　　　　　・地域柄、競技役員不足を考慮し、役員のスリム化をすすめております。

　　　　　　　　　・低学年の選手、特に50ｍ種目では競技進行をスムーズに行うため、各クラブは招集にお力

　　　　　　　　　　添えをお願い致します。

　　　　　　　　　・大会当日のお弁当はスイミングクラブ協会要覧に基づいてのものとなります。

・本大会は「 選手ファースト 」を基に運営を実施しておりますが、今大会は新型コロナウィルス

  感染症予防対策に基づいて実施致します。監督・引率者の皆様には十分にご理解・ご協力を

・選手・引率者は当日の入館前に体調等チェック表を受付に提出してください。

　入館時は入口にて体温測定を行い、アルコールでの手指消毒をお願いします。

・サブプールはダウン専用とする。アップは朝と昼休みにメインプールを開放します。

・地域柄、競技役員不足を考慮し、役員のスリム化をすすめております。

・本大会は新型コロナウィルス感染症予防対策につき無観客にて行います。

　　※　日程の詳細（第２次要項）につきましては、後日ご連絡いたします。

　　　　不明な点がございましたら、アクアマリン　三木までお問合せください。

ＴＥＬ　０７７０－７７－２８３０

ＦＡＸ　０７７０－７７－２８３２

今後の新型コロナウィルス感染症発生状況によっては、急遽中止となることがあります。

・選手・コーチは会場でのマスク着用の徹底をお願いします。

・低学年の選手、特に50ｍ種目では競技進行をスムーズに行うため、各クラブは招集にお力添え

　をお願い致します。

・大会当日のお弁当はスイミングクラブ協会要覧に基づいてのものとなります。

・競技役員は、マスクもしくはフェイスガードを着用します。尚、一部の競技役員はマスク等を外す

　ことがあります。

・開会式・閉会式は行いません。

・プログラムは、予約販売のみとさせていただきます。（当日販売はありません）

・レース中は、入場を制限します。（詳細は、二次要項で発表します）

・プールサイド控え場所・応援席は設置しません。

・控え場所は、プール向かいの体育館を予定しております。館内は広いので、密集を避け十分に

　間隔をとってご利用ください。

・競技中の一部で消毒・換気の時間を設けます。

・監督者会議は行いません。当日までの事前連絡とします。

・今大会につきましては、感染症対策に基づき、不本意ながらチャレンジレースは中止とさせて

  いただきます。

　頂きたくお願い申し上げます。

【チャレンジレース】



て使用します。

階段

フィットネス

ロッカーへ

                            計時員席

来賓・役員室

すべて敷物禁止 すべて敷物禁止

選手入場口

W-upを含めて更衣室は混雑を避けるため 招集については、体育館内で第1招集を

通り、プールの第2招集を受けてください。入場制限し、入水前・退水後の更衣室を分け

電 光 掲 示 板

123456

荷物置場

シャワー

ビジター階段

荷物置場 荷物置場
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50ｍ 100m 200m 400m 50ｍ 100m 200m 50ｍ 100m 200m 50ｍ 100m 200m 200m 400m

無差別

7

小５．６年

３

小３．４年

2

小１．２年

１

50ｍ 100m 200m 400m 50ｍ 100m 200m 50ｍ 100m 200m 50ｍ 100m 200m 200m 400m

無差別

7

小５．６年

３

小３．４年

2

小１．２年

１

※小学生以下のクラス及び各種目に参加標準記録を設ける。

37.75

女子
自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ

1:22.08 2:56.81 41.83 1:29.61

6:11.41 3:12.73

1:43.49

52.37

42.46 1:32.27 3:17.21

6:56.29

47.08 1:41.17 40.34 1:28.75 3:17.80

3:13.24

3:35.25 3:13.50

50.36

3:08.82 6:51.33

39.12 1:25.60

個人メドレー

45.26 1:37.75

47.76 1:43.07

52.27 1:52.23

平泳ぎ バタフライ

2022年度 うみりん杯第26回おおい町水泳競技大会　

参加標準記録（小学生以下）

個人メドレー
男子

自由形 背泳ぎ

36.66 1:20.06 2:53.50 40.69 1:27.67

6:08.76 3:10.54 3:28.93

47.10 1:42.66 3:41.65

42.39 1:32.09 3:17.17

47.04 1:42.53 3:41.62

3:39.83

4:07.95

45.18 1:44.21

50.39 1:50.52

1:55.31

58.75 2:06.74

47.90

1:52.53

52.28

1:50.56

3:39.29

4:07.58

1:54.80

58.61 2:06.38

45.14 1:44.2752.09



会長　 柿本　正博　殿

　「2022うみりん杯おおい町泳競技大会」参加にあたり

　出場選手及び引率者の「 体調等チェック表 」を作成し

　提出いたします。

　体調等チェック表に記載されたる者、競技会出場に支

　障なき健康体であることを証明いたします。

　また、上記記入者の中から競技会終了後１４日以内に

　新型コロナウィルス感染症の陽性者が出た場合は速や

　かにおおい町水泳協会事務局まで報告することを誓約

　いたします。

年　　　月　　　日

登録団体名

代表者名 印

引率責任者名 印

参加誓約書

おおい町水泳協会



プログラムNo,　　　　　　　　　組　　　コース

団体名

フリガナ

第１泳者

フリガナ

第２泳者

フリガナ

第３泳者

フリガナ

第４泳者

※登録番号は、エントリー一覧表の登録Ｎｏを、ご記入ください。

男　子　　・　　女　子

リレーオーダー用紙

氏　　　　　　　名

メドレーリレー　・　フリーリレー

登録番号

登録番号

※リレーオーダー用紙を1月27日（金）までに、アクアマリン
三木まで　FAX（０７７０－７７－２８３２）してください。

記載責任者　　　　　　　　　　　　

登録番号

登録番号



団体名

ページ プログラムNo 組 コース 種目 氏名 備考

※　当日９：００までに、ご提出願います。

棄　権　者　リ　ス　ト



2022 うみりん杯おおい町水泳競技大会

選手・監督・チームスタッフ 健康チェック表

ウイルス検査結果 陰性   規定時間内検査で陰性であれば✓ おおい町水泳協会

都道府県名 登録団体番号（５桁） 所 属 名

フリガナ
性別

（年齢）

男 女

（   ）

区分

（該当に〇）

1. 選手

2. スタッフ氏  名

携帯番号 メールアドレス

自宅住所
〒

宿泊ホテル名 部屋番号

緊急連絡先

フリガナ 続柄 電話番号

氏  名

日  付
月  日（  ） 月  日（  ） 月  日（  ）

２日前 １日前 当日

起床時体温

入場前体温

体 調

責任者確認

主催者確認

（１）自宅住所は、ホテルに宿泊の場合でもご記入ください。

（２）緊急連絡先は、ご家族等、日中に連絡の取れる方の氏名・続柄・電話番号をご記入ください。

（３）入館する２日前・１日前は、起床時の体温、当日は、起床時および決勝前の体温をご記入ください。

（４）体調欄は、異常がなければ「良好」とご記入ください。体調不良の場合は、具体的な症状をご記入ください。

（例：咳 腹痛 頭痛 悪寒 嗅覚・味覚障害 等）

（５）責任者の方は、選手・スタッフの健康状態を確認し、確認欄に押印またはサインをしてください。

（６）健康チェック表は、毎日、チームごとに入場順にまとめ、予選前・決勝前にご提出ください。回収した健康チェ

ック表は返却しませんので、記入内容は写真等で保管してください。

（７）発熱・体調不良等がある場合は、来場をお控えください。

（８）退場後２週間以内に、新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、大会中の濃厚接触者等の有無について、福

井県水泳連盟に速やかに報告してください。

（９）健康チェック表は、コロナ禍対応のため一定期間保管し、その後廃棄処分します。

（10）健康チェック表記載の個人情報については、本連盟が厳正に管理し、健康状態の把握、入館可否の判断および必

要な連絡のためにのみ利用します。個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き、ご本人の同意を得

ずに第三者に提供しません。ただし、大会会場で感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合は、必要

な範囲で保健所等に提供することがあります。

個人情報の取得・利用・提供に同意する。同意の場合、右の□に「レ点」をご記入ください。

※接触・渡航歴のある参加者は陰性検査が必要となります。受付時の陰性証明の提示は必要としません。


