
２０１８年
第３９回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会  in　秋田

オーストラリア　クイーンズランド　チャンピオンシップ派遣選考会

期日　：　２０１８年１０月７日(日) ・ ８日(月・祝)

～　一般社団法人日本スイミングクラブ協会  創立５０周年記念大会　～

兼

会　場 :

主　催 :

共　催 :

協　力 : 一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟・一般社団法人日本知的障害者水泳連盟

一般社団法人日本ろう者水泳協会

管　轄 :

主　管 :

後　援 : スポーツ庁・秋田県・秋田県教育委員会・秋田市・秋田市教育委員会・

（予定） 公益財団法人秋田県体育協会・一般財団法人秋田市体育協会・

東北水泳連合・秋田市水泳協会

協　賛 : 江崎グリコ株式会社

日本スイミングクラブ協会東北支部事業企画委員会

一般社団法人日本スイミングクラブ協会・秋田県水泳連盟

公益財団法人日本水泳連盟

一般社団法人日本スイミングクラブ協会事業企画委員会

秋田県立総合プール

～　一般社団法人日本スイミングクラブ協会  創立５０周年記念大会　～



一般社団法人日本スイミングクラブ協会・秋田県水泳連盟

公益財団法人日本水泳連盟

一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟・一般社団法人日本知的障害者水泳連盟

一般社団法人日本ろう者水泳協会

一般社団法人日本スイミングクラブ協会事業企画委員会

日本スイミングクラブ協会東北支部事業企画委員会

スポーツ庁・秋田県・秋田県教育委員会・秋田市・秋田市教育委員会

公益財団法人秋田県体育協会・一般財団法人秋田市体育協会・東北水泳連合･秋田市水泳協会

江崎グリコ株式会社

２０１８年１０月７日(日)～８日（月・祝)

秋田県立総合プール（公認５０ｍ×１０レーン）
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２０１８年　第３９回ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会要項
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〒０１０－１６２３ 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－６

主　催

共　催

管　轄

主　管

           後　援　 （予定）

協　賛

期　日

会　場

協　力

参加資格

1. ２０１８年度公益財団法人日本水泳連盟競技者登録完了者。

2. 一般社団法人日本スイミングクラブ協会制定のブロックより推薦された選手に限る。

3. 参加者の決定は、各ブロックに一任する。

4. マルチクラスは、一般社団法人日本スイミングクラブ協会障害者普及活動推進委員会から

推薦された選手に限る。

参加制限

1. 年齢区分は、２０１８年１０月７日現在の満年齢とする。

なお、年齢区分の１５～１８歳と無差別は高校生までとする。

2. 各ブロック男女別１種目２名以内とする。

3. リレーは各年齢区分１チームとする。

4. １人３種目以内とする。(但し、リレーは除く)

5. リレー種目のみの参加は認めない。

参加ブロック割(全国１０ブロック)

競技方法

1. ２０１８年度公益財団法人日本水泳連盟競泳競技規則に則り行う。

2. ブロック対抗戦とする。

3. 個人別選手権とし、各種目とも男女別・年齢区分別に予選と決勝を行う。

５０ｍ・１００ｍ予選競技は、全年齢区分で単純方式で実施する。

２００m以上の種目とリレー種目はタイムレース決勝とする。

4. 予選・タイムレース決勝・決勝とも１０名で行い、入賞は８位までとする。（補欠は２名とする）

対抗得点計算方法 個人種目

※ リレー種目は個人種目の倍点とする。

※ 混合リレーの得点は男女総合にそれぞれ１/２加点とする。
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北海道 ・東北 ・関東 ・信越 ・北陸 ・東海 ・近畿 ・中国 ・四国 ・九州

１位１０点 ・２位８点 ・３位７点 ・４位６点

５位  ５点  ・６位 ４点 ・７位３点 ・８位２点



競技順序

競技種目の年齢区分ごとに、女子・男子の順で競技を行います。

ＣＤＥ 　１００ｍ平泳ぎ予選

ＣＤＥ 　５０ｍ自由形予選 ＣＤＥ 　１００ｍバタフライ予選

Ｃ 　５０ｍバタフライ予選　 ＣＤＥ 　１００ｍ自由形予選

Ｃ 　５０ｍ平泳ぎ予選　 ＣＤＥ 　１００ｍ背泳ぎ予選

Ｃ 　５０ｍ背泳ぎ予選　　　 ＤＥ 　２００ｍ個人メドレータイム決勝

ＤＥ 　４００ｍ自由形タイム決勝 ＣＤＥ 　２００ｍ混合フリーリレー決勝

ＣＤＥ 　２００ｍ混合メドレーリレー決勝 ＣＤＥ 　１００ｍ平泳ぎ決勝

Ｃ 　２００ｍ個人メドレータイム決勝　 ＣＤＥ 　１００ｍバタフライ決勝

ＤＥ 　２００ｍ背泳ぎタイム決勝　 ＣＤＥ 　１００ｍ自由形決勝

ＤＥ 　２００ｍ平泳ぎタイム決勝 ＣＤＥ 　１００ｍ背泳ぎ決勝

ＤＥ 　２００ｍバタフライタイム決勝 Ｃ 　２００ｍフリーリレー決勝

ＣＤＥ 　２００ｍ自由形タイム決勝　 ＤＥ 　４００ｍフリーリレー決勝

マルチ ５０ｍ・１００ｍ自由形タイム決勝

マルチ ５０ｍ・１００ｍバタフライタイム決勝

マルチ ５０ｍ・１００ｍ平泳ぎタイム決勝

マルチ ５０ｍ・１００ｍ背泳ぎタイム決勝

Ｃ 　５０ｍバタフライ決勝

Ｃ 　５０ｍ平泳ぎ決勝

ＣＤＥ 　５０ｍ自由形決勝 Ｃ … １１～１２才

Ｃ 　５０ｍ背泳ぎ決勝　 Ｄ … １３～１４才

ＤＥ 　４００ｍ個人メドレータイム決勝　 Ｅ … １５～１８才（高校生まで）

Ｃ 　２００ｍメドレーリレー決勝 無 … 無差別（高校生まで）

ＤＥ 　４００ｍメドレーリレー決勝

無 　女子８００ｍ自由形  タイム決勝

開会宣言

開会式

障害者普及活動推進委員会推薦
者

マルチ …

閉会式

　【１０月８日(月・祝)２日目】【１０月７日(日)１日目】

無 　女子８００ｍ自由形  タイム決勝

無 　男子１５００ｍ自由形　タイム決勝

表　彰

1.

男女団体総合 優勝（文部科学大臣杯）から６位

男子団体総合 優勝（加藤杯）から３位

女子団体総合 優勝（加藤杯）から３位

　※同点の場合は①リレー種目の優勝数の多いチーム②個人種目の優勝者の多いチームを上位とする

2. 個人表彰

各種目１位～３位にメダルと賞状、４～８位に賞状を贈る。

（リレーは６位まで賞状を贈る。）

最優秀選手賞１名　男女別優秀選手賞各１名

3.  特別表彰　　大会新記録樹立者には新記録証を贈る。

4.  参加者全員に記録証を贈る。

申込方法

1.  各ブロックは出場種目・距離を確定して選手を選考する。

2. 個人種目は選考された参加選手の所属する登録クラブよりＷｅｂでエントリーを行なう。

3. リレー種目はブロックを代表する登録クラブよりＷｅｂでエントリーを行なう。

Ｗｅｂでの公開は、大会名『第３９回（２０１８年度）ＪＳＣＡブロック対抗水泳競技大会』、

大会会場が属する加盟団体の秋田県水泳連盟ホームページに掲載されます。（掲載予定　　８　月　７日）

■  Ｗｅｂ申込期間　平成３０年８月７日（火） ～　９月４日（火）
※エントリーの確認は、東洋電子システムより各支部事業企画委員長へメールを送付致します。

　内容確認は、９月１１日(火)２０：００迄に東洋電子システムへメール又はＦＡＸにてご連絡下さい。

者
マルチ …

　【 東洋電子システム：TEL０５２－６０４－３４８１ FAX０５２－６０４－３４９６。メールは送付アドレスへお願いします 】

 団体表彰
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　【 東洋電子システム：TEL０５２－６０４－３４８１ FAX０５２－６０４－３４９６。メールは送付アドレスへお願いします 】



提出書類

1. ブロック対抗水泳競技大会申込書　（E－mailで大会事務局に提出のこと）

2. ブロック広告申込書　（E－mailで大会事務局に提出のこと）

3. Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳから印刷した競技会申込書

　①　エントリーTIME一覧表　　②　リレー一覧表　(ブロック責任者へ提出のこと)

申込金は所属チーム一括の上、次の口座に振り込むこと。(振込み手数料はご負担下さい)

大会参加費　一人６万円　です。

1. 1,000 円 （１種目）

2. 2,000 円 （１種目）

3. 1,620 円 （参加選手分以上必ずご購入下さい）

4. 5,400 円 （１部）

5. 3,000 円 （参加クラブ分）

■  申込締切日　平成３０年９月3日（月）必着（厳守でお願いいたします）

問合せ先 （株）太陽コミュニケーションズ　

　郵便番号　７５８－００６３　　山口県萩市大字山田東沖田４２８６番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　生子宛　

振込先

金融機関　山口銀行　萩支店

口座番号　普）５０３５４４４

口座名　　日本スイミングクラブ協会　中国支部　岡　生子

申込先

〒７５８－００６３　　山口県萩市大字山田東沖田4286番地

チーム参加費

速　報　

リレー種目

プログラム

申込金

個人種目

太陽コミュニケーションズ内

日本スイミングクラブ協会中国支部事業企画委員会宛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　生子宛　

ＴＥＬ０８３０－２５－５６５６　　ＦＡＸ０８３８－２５－５６３６

監督者会議 日　時 平成３０年１０月 ６ 日（土）午後４時３０分～

場　所 秋田県立総合プール　会議室

練習時間 ■メインプール ■ダイビングプール・サブプール

１０月　６日（土） １３：００～１７：００

１０月　７日（日）   ７：００～　８：３０ ７：００～競技終了後３０分

１０月　８日（月・祝）   ７：００～　８：１０ ７：００～競技終了後３０分

 ※ ダイビングプールは、開閉会式・開始式中使用禁止

名鉄観光サービス株式会社 〒０１０－０９２１  秋田県秋田市大町３－５－１（秋田大町ビル内）

TEL：０１８－８２４－３３０１　　FAX：０１８－８２４－３３０４

担当者：福田　晃也

選手選考

本大会の成績によって、オーストラリア「クイーンズランド・チャンピオンシップ水泳大会」

に本部選出代表選手６名と支部選出代表選手１０名を選考する。（日程等の詳しい内容は、後日連絡します）

その他

　　競技大会の結果及び個人情報は、本大会の運営、主催者及び報道機関、後援・協賛団体での使用、

　　インターネットでの公開、将来発行の大会プログラム等への掲載に使用されることがあります。
（第３者提供先：㈲東洋電子システム）
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　は加入保険の範囲内で対応させていただきます。

　　大会期間中における盗難・事故に関しましては一切の責任を負いませんので、各ブロックの責任者の方は充分

　にご注意下さい。なお、大会において万が一傷害事故が起きた場合、応急処置はいたしますが、その後の責任

旅行・宿泊・弁当申込先(別紙詳細)

※本大会の申込み時に、別紙のアンケート用紙を必ず各ブロック責任者へ提出のこと。

E-ｍａｉｌ：koya.fukuda@mwt.co.jp
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