
大会コード 2112161 

とびうお杯 

第27回 全国少年少女水泳競技大会 開催要項 

 

主主主主        催催催催  とびうお杯全国少年少女水泳競技大会実行委員会（構成団体：NPO法人 浜名湾游泳協会、 

中日新聞社） 

共共共共        催催催催  浜松市 

主主主主        管管管管  NPO法人 浜名湾游泳協会 

後後後後        援援援援  社団法人 日本スイミングクラブ協会、静岡県水泳連盟、総務省、文部科学省 

      財団法人地域活性化センター、静岡県、静岡県教育委員会、浜松市教育委員会 

      財団法人浜松市体育協会、浜松市医師会、テレビ静岡 

      財団法人浜松観光コンベンションビューロー 

協協協協        賛賛賛賛  セキスイハイム東海株式会社、株式会社アシックス、ヤマハ発動機株式会社 

      浜名湖競艇企業団 

公公公公        認認認認  財団法人 日本水泳連盟 

日日日日        程程程程  【競泳】平成24年8月４日（土）～ 8月５日（日） 

       8月４日（土） 開会式  午前9時   競技開始 午前9時45分 

       8月５日（日） 競技開始 午前9時   閉会式  午後4時30分（予定） 

      【飛込み】平成24年10月６日（土）～10月７日（日） 

場場場場        所所所所  古橋廣之進記念浜松市総合水泳場（ToBio）プール（浜松市西区篠原町23982－1）                             

      ＜浜松駅バスターミナルから遠鉄バス乗車＞  

【【【【競競競競    泳泳泳泳】】】】 

競技方法競技方法競技方法競技方法  予選、決勝形式でチーム対抗（決勝は10人）。各個人種目ごとに1位8点、2位7点、･･････ 

      8位1点（リレー種目は倍）とし、得点の最も多いチームを優勝チームとする。（同着の場合 

      の得点は、その順位の得点をそれぞれ得るものとする）総合得点が同じ場合には、次の順序 

      に従って決定する。 

        1．リレーによる得点の多いチーム 

        2．入賞者の多いチーム（リレーは4と計算する） 

        3．1位の数 

        4．2位の数（以下8位までこれにならう） 

競技種目競技種目競技種目競技種目  男女とも 自 由 形   50m  l00m 200m 

           平 泳 ぎ   50m  l00m 

           バタフライ   50m  l00m 

           背 泳 ぎ   50m  l00m 

           個人メドレー  200m 

           リ レ ー   200m 

           メドレーリレー 200m 

申込資格申込資格申込資格申込資格  (1) 平成24年度日本水泳連盟競技者登録を完了し、平成12年4月2日以降に生まれた小学生。 

      (2) 下記記録を突破した選手に限る。 

      (3) 記録は平成23年8月8日から申込期日までに公認大会（25mプールでも可）で認定された 

       ものに限る。 

      50自由形 100自由形 200自由形 50平泳100平泳 50 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 100 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  50背泳  100背泳 200個人ﾒﾄﾞﾚ  ー

男 子  32-3    1-11-0   2-29-0    40-9  1-28-5  35-0   1-19-5   36-5   1-21-0   2-43-0 

女 子  32-6    1-11-5   2-30-5    41-2  1-28-9  35-2   1-20-0   36-9   1-21-5   2-44-0 

 



制制制制        限限限限 出場はリレー種目を除き1人3種目以内とする。リレーは1団体1チームとする。 

招待選手招待選手招待選手招待選手 下記の記録（25mプールでも可）を突破した選手（以下これを招待選手という）は参加料、交通

費のほかに宿泊費（2泊分）、大会中の昼食を主催者が負担する。招待選手は記録を証明できるも

のを添付し、コピーには選手名と所属を必ず明記すること。事務局から通知のあった招待選手に

ついてはコピーは不要。招待選手の付き添いコーチ（1クラブ1人）の交通費、宿泊費（2泊分）、

大会中の昼食も主催者が負担する。宿泊申込みは各自で行うこと。（予約金は不要。宿泊申込用

紙の招待欄に記入する） 

      50自由形 100自由形 200自由形 50平泳100平泳 50 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 100 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  50背泳  100背泳 200個人ﾒﾄﾞﾚ  ー

男 子  26-7       58-0     2-05-0      32-6    1-11-4    28-5      1-03-5      29-8      1-04-3      2-20-5 

女 子  27-1      59-5     2-07-5      33-8    1-12-8    29-4   1-03-6   30-4   1-04-6   2-21-8 

 

表表表表        彰彰彰彰 男子、女子各総合優勝チームにとびうお杯、同2 位～6 位までに賞状。／各種目決勝1 位～6 位

までに賞状とメダルを授与。大会新記録を達成した者には記録証と記念品を贈る。なお、小学 4

年生以下で個人種目において標準記録を突破して参加した選手に敢闘賞を贈る。 

監督者会議監督者会議監督者会議監督者会議 8月３日（金）午後3時から浜松総合水泳場内会議室で行う。 

      なお、各チームの受付は午後2時30分から監督会議場で行う。 

 

【【【【飛込飛込飛込飛込みみみみ】】】】    

競技方法競技方法競技方法競技方法 (1) 男女とも参加選手が16人以上の競技種目は予選を行う。 

     (2) 決勝進出者は予選上位12名までの選手とし、決勝進出者決定後に棄権が出た場合は繰り上げ

を行い、12名を確保する。 

     (3) 順位は予選と決勝の得点合計により決定する。 

競技種目競技種目競技種目競技種目 【予選】1種目め 規定飛び  5m  棒飛び（難易率前1．0、後1．1） 

         2種目め 規定飛び 1m  101（型は自由） 

         3種目め 自由選択飛1m 自由選択飛（ただし101は除く） 

     【決勝】自由選択飛 1m  異群より3演技（ただし予選で飛んだ種目および同群は除く） 

       ※男女とも6種目とし、飛び込み順序は5m、1mとする。 

申込資格申込資格申込資格申込資格 (1) 平成24年度日本水泳連盟競技者登録を完了し、平成12年4月2日以降に生まれた小学生。 

     (2) 飛込競技種目申込用紙並びに計算用紙は、規定の用紙に自分が行おうとする飛込演技の番号、

名称、型、難易等を記入して、当該競技の前日正午から午後3時までの間に飛び込みプールサイ

ドの〝種目申込用紙入れ〟の箱に投函する。 

招待選手招待選手招待選手招待選手 平成23年度ジュニアオリンピック選手権大会において1～8位までの最上位者男女各1人（本大

会出場有資格者）を招待選手とする。招待条件については競泳に準ずる。 

表表表表        彰彰彰彰 各種目ごとに1位8点、2位7点、・・・・8位1点とし、各チーム上位入賞2人までを対象とし、

得点の合計が同じ場合には、次の順序に従って決定する。 

     1．入賞者の多いチーム 

     2．1位の数 

     3．2位の数（以下8位までこれにならう） 

     4．当該入賞者で得点の平均値が高いチーム 

        （得点の平均値は、少数第2位まで算出するものとし、少数第3位を四捨五入する） 

     5．当該入賞者で、得点の内で最も高い数値を得た者 

監督者会議監督者会議監督者会議監督者会議    10月6日（土）午後3時から浜松市総合水泳場飛込プールサイドで行う。 

そ の 他 上記掲載以外の事項は競泳の大会要項に準ずる。 

 

 



申申申申    込込込込    みみみみ    方方方方    法法法法    

【【【【競競競競    泳泳泳泳】】】】    

   エントリーシステム「WEBSWMSYS」を利用。競技会申し込み（エントリーTIME）一覧、競技会

申し込み（リレー）一覧、競技会申込明細表をプリントアウトし、「申込・送金明細」と「保護者

承諾書」と合わせて下記へ送付する。 

【【【【飛飛飛飛    込込込込】】】】    

   「飛込大会申込用紙」を利用。必要事項を記入し、「申込・送金明細」と「保護者承諾書」と合わせ 

下記へ送付する。今回、飛込み競技は10月に単独開催するが、エントリー集計とプログラム作成に 

伴い締め切りは競泳と同じとする。 

 

申申申申    込込込込    先先先先  〒433－8114 浜松市中区葵東2-8-20 

      浜松グリーンスイミングクラブ高台プール内 とびうお杯実行委員会 宛 

         TEL：053－437－5166  FAX：053－437－5167 

参 加 費   1人1種目1,200円、リレー種目は1種目2,000円 

振 込 先  ゆうちょ銀行 振込番号： 00820 －4 －107672 宛名：浜名

はまな

湾

わん

游泳

ゆうえい

協 会

きょうかい

 

       （振込者名は必ず申込団体名で記入すること。） 

申込期日  平成24年7月12日（木）必着 

そそそそ        のののの        他他他他    

宿   泊 宿泊希望者は所定用紙に必要事項を記入、予約金1人1,000円を添えて下記へ申し込むこと。 

      宿泊費は選手、監督、付き添いとも同額。シティホテルAタイプ（1泊2食7,000円）Bタイ 

プ（1泊朝食5,500円）、ビジネスホテルCタイプ（1泊2食6,300円）、Dタイプ（1泊朝食 

5,000円）※金額は一人あたり税込み 

      〒432－8034 浜松市中区塩町156－3 浜松ホテル旅館協同組合 

                        TEL：053－452－2296 FAX：053－453－3225 

昼   食 大会中の昼食は主催者で手配する。1食800円（税込み）。希望者は所定の用紙（送金明細） 

       で必要数を参加申込時に申し込むこと。ごみ処理問題のため一括して申し込むこと。 

1．主催者は、参加選手に対し傷害保険を付ける。大会当日の事故については、応急処置を行うが、以後の

責任は負わないものとする。 

2．記録速報（1部3,000円）は参加料とともに振り込むこと。なお郵送希望者は送料1冊につき1,000円。 

3．プログラム（1部1,000円）は参加料とともに振り込むこと。 

4．スタンドへの入場順は、参加申し込み締め切り後、事務局で代理抽選し、各チームへ通知する。 

5．大会期間中はカメラ、ビデオの撮影は許可制となっているので、使用希望者は所定場所まで申し出て、

ワッペン（200円、当日限り）を購入すること。 

6. 本大会の申込みにおける個人情報については、大会の運営、水泳連盟等における記録管理、報道機関等へ

の広報活動及び浜名湾游泳協会ホームページ等における公開用として使用いたします。 

 

問問問問    いいいい    合合合合    わわわわ    せせせせ    

 
〒433－8114 浜松市中区葵東2－8－20 浜松グリーンスイミングクラブ高台プール 

         TEL：053－437－5166  FAX：053－437－5167 
 
〒435－8555 浜松市東区薬新町45 中日新聞東海本社 事業部 

         TEL：053－421－6217  FAX：053－421－5987 



 

日日日日    程程程程    及及及及    びびびび    競競競競    技技技技    順順順順    序序序序    

 

8月4日（土）＜第1日＞ 開会式／午前9時、競技開始／午前9時45分 

  ２００ｍ 個人メドレー  男・女 

  １００ｍ 背 泳 ぎ    〃 

  １００ｍ バタフライ    〃 

  １００ｍ 自 由 形    〃 

１００ｍ 平 泳 ぎ    〃 

  ２００ｍ リ レ ー    〃 

 

8月5日（日）＜第2日＞ 競技開始／午前9時、閉会式／午後4時30分（予定） 

  ２００ｍ 自 由 形   男・女  ｜   

   ５０ｍ 背 泳 ぎ    〃   ｜ 

   ５０ｍ バタフライ    〃   ｜ 

   ５０ｍ 自 由 形    〃   ｜ 

５０ｍ 平 泳 ぎ    〃   ｜ 

  ２００ｍ メドレーリレー  〃   ｜ 

 

（注）1. 競技は記録の低いものから行い、同所属のものが同組になっても特別に考慮しない。 

   2. 本プールの使用は下記のとおりとする。 

    (ｲ)  8月 3日（金）   12:00～16:30 

    (ﾛ)  8月 4日（土）   7:30～ 8:40（開場は7:15） 

    (ﾊ)  8月 5日（日）   7:30～ 8:40（開場は7:15） 

 

 

 

 


