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健康づくり宣言都市 ２１世紀は人権の世紀

第 5 2 回 吹 田 市 民 水 泳 大 会 実 施 要 項
主 旨 吹田市における水泳の普及・振興を図るとともに市民の健康づくりに

寄与します

主 催 吹田市 公益社団法人 吹田市体育協会

主 管 特定非営利活動法人 吹田市水泳連盟

日 時 平成２８年８月２８日（日）午前８時開門 午前９時開会（小雨決行）

午前の部（中・高） ９：００～１１：００

午後の部（小・中・高・一般） １１：４５～１６：１５

会 場 吹田市立片山市民プール （５０ｍ×９レーン）

競技種目

自由形 平泳ぎ 背泳ぎ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ ﾌﾘｰﾘﾚｰ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

小学生 男女共 50m 50m 50m 50m 4×50m 4×50m
の部 同じ 100m 100m

中学生 男女共 50m 50m 50m 50m 200m 4×50m 4×50m
の部 同じ 100m 100m

男子 50m 50m 50m 50m 200m 4×50m 4×50m
高校生 100m 100m
の部

女子 50m 50m 50m 50m 200m 4×50m 4×50m

一般の部（年齢別 小学生以下及び、中・高校生は除きます）

Ａ（３０歳 未 満） Ｄ（５０歳～５９歳）

Ｂ（３０歳～３９歳） Ｅ（６０歳～６９歳）

Ｃ（４０歳～４９歳 Ｆ（７０歳 以 上）

個人種目（男女別・年齢別）

50m 自由形・50m 平泳ぎ・50m 背泳ぎ・50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

ﾘ ﾚ ｰ種目 （男女別） 合計年齢１００歳未満…Ａ

合計年齢１００歳以上…Ｂ

4×50m ﾌﾘｰﾘﾚｰ・4×50m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

全ての部 4×50m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾘｰﾘﾚｰ （表彰はありません）

＊ 4×50m ﾌﾘｰﾘﾚｰに出場しない 4 名で 1 チームを作って下さい。小・中・高・
一般・男女の区別なしで行います。親子チーム可。小中高一般の部の参加者の混

成チーム可。事前の申し込みが必要です。

その他の種目 宝探し（当日受付、高校生以上）

ただし、８０名まで。人数オーバーの時は高齢者優先。

競技規則 2016 年度財団法人日本水泳連盟競泳競技規則に準ずる。

参加資格 吹田市内に在住又は在学又は在勤の方。（及び、主催者が参加を認めた者）
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参加制限 ＊小学生の部 一人１種目。（ただしﾘﾚｰ種目は兼ねてもよい）

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ・ﾌﾘｰﾘﾚｰは一校１チームずつとします。

＊中学生の部 一人１種目。（ただしﾘﾚｰ種目は兼ねてもよい）

一校１種目三名まで（５０自・５０平は除く）

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ・ﾌﾘｰﾘﾚｰは一校１チームずつとします。

＊高校生の部 一人１種目。（ただしﾘﾚｰ種目は兼ねてもよい）

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ・ﾌﾘｰﾘﾚｰは一校１チームずつとします。

＊一 般 の 部 一人２種目まで。（ただしﾘﾚｰ種目は兼ねてもよい）

参 加 料 無 料

☆宝探しは参加制限には入りませんので、ふるって参加してください。

☆小・中・高のﾘﾚｰ種目は学校対抗とし、他の団体は参加できません。

顧問の先生が書類を作成し、学校長印を押して下さい。

☆オープンフリーリレーに参加のチーム名は

１ 学校単位で・・・ ○○学校A, B，C，D･･･として下さい。

２ 個人で・・・・・ チーム名をつけてください

例 ○○中OB ○○△△高混成 ☆☆ファミリー □□商店 など

★どの種目も大会当日に参加を申し込むことはできません★

表 彰 ＊賞 状 ７名以上の参加の種目…１位～６位まで

６名以下の参加の種目…１位～３位まで

＊メダル 全ての参加種目…金・銀・銅

＊大会新記録 小・中は賞状と盾、高・一般は大会記録証

＊中学校男子総合、女子総合の部は 1 位～ 3 位まで（優勝校に市長杯）

そ の 他 ＊大会当日午前７時現在北大阪に「暴風警報」又は「大雨特別警報」

発令時は中止とします

＊競技中の傷病については、応急の処置以外は行いません

＊ゴミは持ち帰って下さい。

＊競技途中、雷雨等のため競技を中断・中止等することがあります

＊中学校総合の部優勝校は市長杯（旗）争奪総合開会式に参加して下さい

＊参加申し込みに関わる団体情報・個人情報については本大会のプロ

グラムの作成、大会後の記録の作成以外の目的で利用することはあ

りません。

＊選手・応援の方・顧問の方でカメラ・ビデオ・携帯電話等で撮影を希望される

方は、受付で申込書に住所・氏名・電話番号等を記入の上、保証金¥1,000 をお
支払いの上、「撮影許可証」を受け取り、見える位置につけて下さい。許可証

なしでカメラ・ビデオ・携帯電話等で撮影をすることはできません。



単位 申し込み方法 受付期間 提出先

学校
顧問が申し込み一覧表に必要事項を記入
し,学校長印を押し、郵送又は逓送して下
さい

個人

電話(06-6388-4501)又はホームページ
http://suita-swimming.com/taikai.html
から　(*必要事項*をすべてお知らせ下さ
い)

一
般
の
部

個人

電話(06-6388-4501)又はホームページ
http://suita-swimming.com/taikai.html
から(*必要事項*をすべてお知らせ下さ
い)

・ホームページから申し込む場合は、大会本部から受付内容を返信しますので、メールアドレスもお知らせ下さい。　(携帯電話

等でドメイン指定受信を設定されている場合は、　@suita-swimming.com　からのメールを受け取れるよう設定をお願

いいたします。)　本部から受付内容を返信できない場合は、申し込みを承ることはできませんので、ご注意願います

小
・
中
・
高
の
部

　8/1(月)～7(日)
ただし、電話は8/2(火)と
8/7(日)を除く午前中のみ
可　　　　郵送と逓送は8/7
中に必着のこと
（上記期間を過ぎると受け
付けできません。小・中学
校は夏期休暇中の逓送ス
ケジュールに注意）

〒564-0072
吹田市出口町31-1
片山市民プール内
特定非営利活動法人
吹田市水泳連盟
電話(06-6388-4501)

*電話申し込みに必要な事項*　　　氏名・ふりがな・校名・学年・性別・出場種目名・エントリータイム・電話番号・住所(吹田市
在住以外の方は勤務先又は校名)



ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. 9:00

1～8 中学 高校 200mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 9:15

9～12 中学 高校 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 9:55

13～16 中学 高校 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 10:10

17～20 中学 高校 50m背泳ぎ 10:20

21～23 中学 高校 100m平泳ぎ 10:30

24～26 中学 高校 100m自由形 10:40

11:00～

11:45

27～33 小学 一般 200mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 12:10

34～51 小高一般中 50m自由形 12:35

52～53 小学男女 100m自由形 13:25

54～55 小学男女 100m平泳ぎ 13:30

56～57 小学男子 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 13:35

58～71 小学 一般 50m背泳ぎ 13:40

72～73 小学男女 50m平泳ぎ 14:00

74～85 一般男女 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 14:15

86～101 中 高 一般 50m平泳ぎ 14:35

102 すべての部 200mｵ-ﾌﾟﾝﾌﾘｰﾘﾚｰ open 15:10

103～112 一般小高中 200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 15:35

閉会式 16:20

プログラム番号・順は昨年度のものです　今年度は若干の変更があるかもし
れません

時間はおおよその予定であって、早まることも遅くなることもあります

午前の部　開会

昼休み　　　アップ可
午後の部受付

午後の部　開会


