
第13回 天理スプリント水泳競技大会に参加される皆さま 

 

天理大学水泳部部長 太田雅夫 

拝 啓 

落ち葉散り敷く時節、皆さまにはいかがお過ごしでしょうか？ 

この度は第13回天理スプリント水泳競技大会へのご参加を検討いただきありがとうございます。毎年、

多くの参加を頂きますが、何卒、運営面でのご理解とご協力をお願い申しあげます。 

初めて参加頂く皆さまには、この大会が各県の協会や連盟が開催している普通の大会ではないことを

ご理解頂きたいと思います。一言で申しあげれば文字通り「全て手作りの大会」ということです。当日

の競技役員は資格を持った天理大学水泳部ＯＢＧと、同じく有資格者の水泳部員があたります。プログ

ラムづくりから大会運営まで全て水泳部が実施する試合ですので、皆さまには十分な対応ができかねま

すが、何卒、ご了承頂きますようお願い申しあげます。 

この試合を機に各団体が親睦を深めていただき、相互理解に貢献できればと考えております。 

また、（株）ゴールドウイン様、ヒュドール（株）様のご協力で当日の優秀選手賞が用意されています。 

敬 具 

 

参加される際のご留意事項 

 

1） 場所取りの必要はありません。当日、天理大学総合体育館サブアリーナを開放します。敷物はお持

ちください。 

2） 受付でプログラム、リレーオーダー用紙、棄権用紙を配布します。棄権用紙は、決定後直ちに、 

リレーオーダー用紙は時刻を守って大会本部にご提出ください。 

3） サブアリーナでの更衣はしないでください。更衣は必ず更衣室で行い、濡れたまま体育館内

を歩かないでください。水着のままでの移動もおやめください。プールから更衣室に入る際には、

からだの水気をよく取ってから入室願います。さらに応援などで、プールから体育館廊下フロアー

に戻る際にも、足の裏についた水気をよく拭いてから退出願います（体育館の木のフロアーを傷め

たくありません）。 

4） サブアリーナ、更衣室、プール以外の場所には立ち入らないようご協力願います。 

5） 貴重品は各自、各団体で厳重に管理願います。紛失、盗難があった場合にも責任は負いかねます。 

6） 大学の水泳授業がメインのプールですので、十分な観戦、応援場所がございません。譲り合って 

お使いください。参加者、指導者以外の方（ご家族など）の館内立ち入りはできません。 

7） 競技役員以外の方はプールサイドでは裸足でお願いします。本当にきれいなインシューズならば 

構いませんが…。 

8） 初めて参加される皆さまは、天理大学「体育学部」の場所を必ずご確認ください。他の学部とは 

キャンパスの場所が異なります。天理大学体育学部は、近鉄・ＪＲ天理駅から西側に徒歩5分です。 

9） 駐車は体育学部正門から西に400ｍ進んだ「前栽駐車場（無料）」をお使いになるか、天理駅前に

有料駐車場がございます。体育学部キャンパス内に駐車することは一切ご遠慮願います。通行の妨

げとなり近隣の方の迷惑となりますので、正門付近での駐停車、乗降車はご遠慮ください。

また、車両の事故や盗難についても責任は負いかねます。 

10）館内の衛生、清潔、整理整頓にご協力願います。ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。 

11）試合結果は当日中に日本水泳連盟ＨＰ、スイムレコードどっとコムにアップします。 

 

ご連絡やお問い合わせはメールでお願いします。 m-ohta@sta.tenri-u.ac. jp 



第 13 回 天理スプリント水泳競技大会 大会要項 

 
☆ 主催 天理大学水泳部 
☆ 主管 奈良県水泳連盟 
☆ 後援 天理大学 陽水会（天理大学水泳部 OB・OG 会） 
☆ 期日 平成 29 年 12 月 17 日（日） 
☆ 会場 天理大学総合体育館室内プール（公認 25m×9 コース） 
☆ 目的 関西圏の競泳選手による競技会を通しての技能向上と相互理解 
☆ 実施要項 

（1）競技は、2017 年度（公財）日本水泳連盟競技規則による。 

（2）競技種目 

自由形 50ｍ、100ｍ、200ｍ、400ｍ 

平泳ぎ 50ｍ、100ｍ、200ｍ 

背泳ぎ 50ｍ、100ｍ、200ｍ 

バタフライ 50ｍ、100ｍ、200ｍ 

個人メドレー 200ｍ、400ｍ 

フリーリレー 200m、400ｍ 

メドレーリレー 400m 
  

（3）競技順序 

50m 種目以外は、タイムレース決勝とする。 

ただし、出場者が 10 名に満たない 50ｍ種目は、決勝レースのみとなる。 

 

1. 女子 50ｍ背泳ぎ 予選  23. 女子 100ｍ背泳ぎ 
2. 男子 50ｍ背泳ぎ 予選  24. 男子 100ｍ背泳ぎ 
3. 女子 50ｍ平泳ぎ 予選  25. 女子 100ｍ平泳ぎ 
4. 男子 50ｍ平泳ぎ 予選  26. 男子 100ｍ平泳ぎ 
5. 女子 50ｍバタフライ 予選  27. 女子 100ｍバタフライ 
6. 男子 50ｍバタフライ 予選  28. 男子 100ｍバタフライ 
7. 女子 50ｍ自由形 予選  29. 女子 100ｍ自由形 
8. 男子 50ｍ自由形 予選  30. 男子 100ｍ自由形 

 インターミッション（15 分）   インターミッション（15 分） 
9. 女子 200ｍ背泳ぎ  31. 女子 200ｍ個人メドレー 

10. 男子 200ｍ背泳ぎ  32. 男子 200ｍ個人メドレー 
11. 女子 200ｍ平泳ぎ  33. 女子 400ｍ自由形 
12. 男子 200ｍ平泳ぎ  34. 男子 400ｍ自由形 
13. 女子 200ｍバタフライ   インターミッション（15 分） 
14. 男子 200ｍバタフライ  35. 女子 50ｍ背泳ぎ 決勝 
15. 女子 200ｍ自由形  36. 男子 50ｍ背泳ぎ 決勝 
16. 男子 200ｍ自由形  37. 女子 50ｍ平泳ぎ 決勝 
17. 女子 400ｍ個人メドレー  38. 男子 50ｍ平泳ぎ 決勝 
18. 男子 400ｍ個人メドレー  39. 女子 50ｍバタフライ 決勝 

 インターミッション（15 分）  40. 男子 50ｍバタフライ 決勝 
19. 女子 400ｍメドレーリレー  41. 女子 50ｍ自由形 決勝 
20. 男子 400ｍメドレーリレー  42. 男子 50ｍ自由形 決勝 

 インターミッション（60 分）   インターミッション（15 分） 
21. 女子 200m フリーリレー  43. 女子 400ｍフリーリレー 
22. 男子 200m フリーリレー  44. 男子 400ｍフリーリレー 

   400m 種目には、以下の制限タイムを設定します。ご配慮ください。 

  400m 自由形 400ｍ個人メドレー 
男子 4 分 20 秒 0 4 分 55 秒 0 
女子 4 分 40 秒 0 5 分 15 秒 0 



 

（4）開門予定 午前８：００ 

 

（5）競技開始 午前９：３０予定 

 

（6）その他 

 出場種目数 １人２種目以内（リレーを除く） 

 各リレー種目の申込みは、各団体２チームまで 

 出場費  個人 1種目 1,000 円、リレー1種目 1,500 円 

 ※参加者には普通傷害保険に加入していただきます。費用は出場費に含まれます。 

 

（7）申込方法 

① 登録団体は指定の参加申込書に必要事項を記入の上、郵送する（他の書類は不要）。 
② 登録団体は（公財）日本水泳連盟競技者登録システム（Web-SWMSYS）によりエントリーを行う。リレー（のみ）

に出場する選手のエントリーを忘れずに！必ずエントリータイム登録画面のリレー欄にチェックマーク☑をしてく

ださい。 
③ 申込金は、申込締切日（12/7）までに下記の口座に振り込むこと。また、振込時に団体名がわかるように標記

すること。なお、申込金の振込みをした送付書のコピーは不要です。 
 

ゆうちょ銀行（普通貯金） 口座名義 天理大学水泳部 

【記号】１４５９０【番号】１８９６３７１ 

※他金融機関から振込の場合 

【店名】四五八【店番】４５８【口座番号】普通口座 ０１８９６３７ 

 

（8）申込先（郵送先） 

   〒632-0071 奈良県天理市田井庄町 80 天理大学体育学部内   太田雅夫 宛 
   TEL&FAX ０７４３－６３－３２０５ 
 

（9）正式申込締切 平成 29 年 12 月７日（木）必着 

 

（10）お問い合わせ 上記申込先 または m-ohta@sta.tenri-u.ac .jp 

 

 

２次要項・タイムテーブルは決まり次第、天理大学水泳部のホームページにアップいたします。 

 

 

 

天理大学水泳部



第 13 回 天理スプリント水泳競技大会申込書 

 
 

クラブ名 

学校名 
 

 

代表者名                                         印 

※申込責任者には、必ず連絡が取れる方の氏名、住所、電話番号を記入してください。 

 

申込責任者 
                                        印 

 

住所・電話番号 

 

 

〒 

 
 
電話        （         ） 

携帯        （         ） 
 

大会参加内訳 

参加人数 参加個人種目数 参加団体種目数 
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 

         

         

（内、リレーのみの出場者数）       

 
 

個人種目 1,000 円 × （         ）種目 ＝ （              ）円 

団体種目 1,500 円 × （         ）種目 ＝ （              ）円 

申込金合計   （          ）円 

領収書  （ 要 ・ 不要 ） 宛名  

 

必ずご確認の上、☑をお願いいたします。 

「参加される際のご留意事項」を読みました。選手・関係者へ周知します。


