
平成 23 年度春季静岡水泳記録会 

開 催 要 綱 

 

1 目  的   障害者水泳競技の競技力向上を図るため、水泳記録会を開催し、年間をとおして、選手が水泳競技を行

える環境を整えることを目的とする。 

また、ロンドン２０１２パラリンピック競技大会に向けて、日本代表推薦選手選考順位づけのための参

考記録会とする。 

 

2 大 会 名 春季静岡記録会 

 

3 主  催 日本身体障害者水泳連盟 

 

4 主  管 日本身体障害者水泳連盟 

 

5 協  力 静岡県水泳連盟  富士水泳協会  静岡県障害者水泳協会  日本知的障害者水泳連盟 

 

6 期  日 平成24 年3 月11 日（日） 

 

7 会  場 静岡県富士水泳場（50m×8 コース 水深1.6m 水温28 度＊予定） 

         静岡県富士市大淵266 番地  電話0545-35-6022 

 

8 競技方法 競技はタイムレースとする。 

 

9 競技種目   別紙「実施種目及び標準記録一覧表」による。 

 

10 競技順序   競技順序の正式発表は、1 月末頃日本身体障害者水泳連盟ホームページに掲載 

する。 

 （予定）    ＊現在の予定は、別紙「競技順序」による。 

 

11 競技規則   今大会はIPC-SW 公認大会（予定）であり、最新のIPC 水泳競技規則のもとで行なわれる。 

 

12 参加資格    

        1 平成23 年度日本身体障害者水泳連盟登録者で別紙標準記録を突破している選手（本連盟強化指定選

手は参加義務がある。育成選手は参加することが望ましい。）※出場種目は1 人2 種目以内とする。 

        2 知的選手は、2011 ジャパンパラリンピック水泳競技大会あるいは第 28 回日本身体障害者水泳選手

権大会に出場した泳力を持つ選手で、日本知的障害者水泳連盟の推薦した選手とする。 ※1 人2 種目

以内とする。 

        3 上記の参加選手で2012 年IPC ライセンス登録選手の出場種目は3 種目以上でもよい。 

 

13 アンチ･ドーピング  今大会はドーピング検査を行なう。 

 

14 表  彰 記録証を授与する。 

 

15 日程(予定)   詳細は、1 月末頃日本身体障害者水泳連盟ホームページに掲載する。 

受付時間    ８：１５ 

練習時間    ８：１５～９：１５ 

          競技開始    ９：３０～ 

 

 

 



16 前日の練習  １０日（土）１０：００～１４：００ 専用レーン3 コースにより練習可能 

         １４：００以降１７：００までは、一般利用者としての練習は可能 

         （この場合は、障害者手帳の提示により、減免が受けられます） 

 

17 免責事項    （１）参加者の健康管理は、本人の責任とし各自充分注意すること。 

（２）会場における事故等については応急処置のみとし、その他の責任は負わ 

ない。 

 

18 申込規定    別添「参加申込書」に必要事項を記載の上申し込むこと。 

         <申込先> 

〒425-0012 

焼津市浜当目2 丁目10 番27 号 

  静岡記録会実行委員会 事務局 千田（ちだ）しのぶ 宛 

         <問合先> 

           Ｅメール pacific_dolphin@shizuoka.tnc.ne.jp 

                     ＦＡＸ  ０５４－６２０－８２０６（24 時間送信可） 

         <参加費>   

ライセンス登録者1 名につき3000 円 

一般参加者（ライセンス未登録者）１名につき2000 円 

           参加費は、下記の指定口座に、各団体でまとめて振り込むこと。 

（払込書のコピーを貼付のこと）その他の方法では受け付けない。 

         <振込先> 

ゆうちょ銀行  記号 12380  番号 57056131 

加入者名義   チダ シノブ 

          ＊他金融機関からお振込みいただく場合 

店名 二三八（ニサンハチ）  店番 238  預金種目 普通預金 

口座番号 5705613  加入者名義  チダ シノブ 

         <申し込みと締切> 

平成23 年11 月13 日（日）～12 月10 日（土） 

         <弁当> 

           平成24 年3 月11 日（日）の昼食希望者は申込書の「弁当注文欄」に記入 

すること。 

弁当代は、参加費と同時に指定口座に振り込むこと。 

 

19 個人情報の取り扱い 

            主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、主催者が定める「個人情報保護取扱規程」に基

づき取り扱う。なお、取得した個人情報は記録会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、

その他競技運営及び水泳競技に必要な連絡等に利用する。 

 

20 その他     この記録会での介助者等は各自で準備すること。（IPC-SW ルールに準ずる） 

 



平成 23 年度春季静岡水泳記録会 

競技順序（予定）                   2011.11.13 

＊競技順序の正式発表は、1 月末頃日本身体障害者水泳連盟ホームページに掲載する。 

 

１ 女子 400m 自由形 S6-S14 

２ 男子 400m 自由形 S6-S14 

３ 女子 50m 背泳ぎ S1-S5 

４ 男子 50m 背泳ぎ S1-S5 

 ５ 女子 100m 背泳ぎ S6-S14 

 ６ 男子 100m 背泳ぎ S6-S14 

７ 女子 200m 自由形 S1-S5, S14 

８ 男子 200m 自由形 S1-S5, S14 

９ 女子 50m バタフライ S1-S7 

１０ 男子 50m バタフライ S1-S7 

１１ 女子 100m バタフライ S8-S14 

１２ 男子 100m バタフライ S8-S14 

１３ 女子 100m 自由形 S1-S14 

１４ 男子 100m 自由形 S1-S14 

１５ 女子 150m 個人メドレー SM1-SM4 

１６ 男子 150m 個人メドレー SM1-SM4 

１７ 女子 200m 個人メドレー SM5-SM14 

１８ 男子 200m 個人メドレー SM5-SM14 

１９ 女子 50m 平泳ぎ SB1-SB3 

２０ 男子 50m 平泳ぎ SB1-SB3 

２１ 女子 100m 平泳ぎ SB4-SB14 

２２ 男子 100m 平泳ぎ SB4-SB14 

２３ 女子 50m 自由形 S1-S14 

２４ 男子 50m 自由形 S1-S14 

 


