
第 16 回	 新宿区小学生水泳記録会 
‐東京都学童水泳大会‐ 

水泳の大好きな子も、日ごろの練習成果を試してみたい子もぜひ気軽に参加してください。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 募・集・要・項	 	 
 

【主催・主管】新宿区水泳連盟  	 

【後	 援】新宿区 新宿区教育委員会 新宿区体育協会 

東京都水泳協会 東京都教育委員会 東京都小学校体育連盟 

【協	 力】公益財団法人 新宿未来創造財団 

住友不動産エスフォルタ株式会社	 

【日	 時】平成 23 年 9 月 11 日（日） 
午前の部〔１～３年生〕（受付 ９：１５～９：３０、ウォーミングアップ ９：５０まで） 
１０：００～１２：００	 

午後の部〔４～６年生〕（受付 １２：３０～１２：５０、ウォーミングアップ１３：２０まで） 

１３：３０～１５：３０ 

【会	 場】新宿スポーツセンター プール（新宿区大久保３‐５‐１）	 

【対	 象】区内在住または在学の小学生で、出場種目を完泳できる人 ２００名（先着順）	 

【参加費】1 人 ３００円（傷害保険料を含む）	 

※当日プール受付でお支払いください。  

参加者全員に記録証、６年連続出場者には表彰状を授与します。 

	 

【種	 目】下表の通り。申込みは個人種目＝１人２種目まで（フリーリレーは除く）	 

※リレーは必ず４人１組でチームを組んで申し込むこと（学年・性別は問いませんが、リレ

ーだけの申込みはできません）	 

個人
こ じ ん

 

メドレー 
背泳ぎ
せ お よ ぎ

 
自由形
じ ゆ う が た

 

（おもにクロール） 

バタフライ 平泳ぎ
ひら お よ ぎ

 
フリーリレー

（４人１組） 

  種目 

 

学年 
100ｍ 25ｍ 50ｍ 25ｍ 50ｍ 25ｍ 50ｍ 25ｍ 50ｍ 100ｍ 

１・２年生 ― ○ ― ○ ― ○ ― ○  ― ○ 

３年生 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４～６年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

	 

【申込み】下記申込書に必要事項を記入・押印し、Ａ・Ｂいずれかの方法でお申込みください。	 

	 	 	 	 	 Ａ 直接申し込み 

スポーツセンター又はコズミックセンター（新宿区大久保３‐１‐２）事務所窓口に設置の受付箱に投函	  	 

	 	 	 	 	 	 ※7 月５日(火)から７月３０日(土)までの、９：００～２２：００（日祭日も可）	 

Ｂ 郵送申込み 

〒169-8799 新宿北郵便局 局留 「新宿区水泳連盟」宛に郵送 

	 	 	 	 	 	 ※７月３０日（土）必着	 官製はがきに申込書をはがれないようしっかり貼ること。封書も

可。	 

	 

【問合せ】新宿区水泳連盟 小学生水泳記録会担当 中沢 

        ＴＥＬ ０９０‐８５６８‐１０２７ （１７時～１９時 ただし日曜は除く） 

        Ｅメール 新宿区水泳連盟ホームページ http://www.shinjyukuswim.com から 

	 

	 



	 当日のご案内	  （お申込み後、改めてのご案内はいたしませんので、この要項は当日まで保管してください） 

受付時間内に、新宿スポーツセンター１Ｆプール受付にて手続きをしてください。 

持ち物＝参加費３００円、更衣室ロッカー代１００円(返却式）、くつ入れ用ビニール袋、 

水着、水泳帽(記名すること）、タオル、（ゴーグルも使用可)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
●注意事項  

①保護者の方は、プールサイドへの入場はできません。 

観戦は、２階の観覧席よりお願いします。尚、ビデオ、カメラによる撮影は禁止です。 

記録用に当方で撮影した写真については、本連盟のホームページで公開しますので 

ご了承下さい。 

②記録会途中での入退場はご遠慮ください。 

③健康管理は、参加者本人の責任としますので、十分なご配慮をお願いします。  

④お車でのご来場はご遠慮ください。                                     

◆競技順序	 下記により、男子、女子の順に行います。  

 〈午前の部〉                〈午後の部〉   	 

① ３年生      50ｍ  背泳ぎ ⑩ ４･５･６年生 100ｍ  個人メドレー 

② ３年生      50ｍ  自由形 ⑪ ４･５･６年生  50ｍ  背泳ぎ 

③ ３年生      50ｍ  バタフライ ⑫ ４･５･６年生  50ｍ 自由形 

④ ３年生      50ｍ  平泳ぎ ⑬ ４･５･６年生  50ｍ バタフライ 

⑤ １･２･３年生  25ｍ  背泳ぎ ⑭ ４･５･６年生  50ｍ 平泳ぎ 

⑥ １･２･３年生  25ｍ  自由形 ⑮ ４･５･６年生  25ｍ 背泳ぎ 

⑦ １･２･３年生  25ｍ  バタフライ ⑯ ４･５･６年生  25ｍ 自由形 

⑧ １･２･３年生  25ｍ  平泳ぎ ⑰ ４･５･６年生  25ｍ バタフライ 

⑨ １･２･３年生 100ｍ  フリーリレー（25ｍ×4 人）    ⑱ ４･５･６年生  25ｍ 平泳ぎ 

    ⑲ ４･５･６年生 100ｍ  フリーリレー（25ｍ×4 人） 

競技上の留意点  
①スタートは、スタート台から、スタート台の下から、水中からのいずれの方法でもよしとします。 

②スタートは、1 回のみとします。したがって、違反者（フォルススタート）は、失格となります。 

③平泳ぎ、バタフライのタッチ（ターン、ゴール共）は、必ず両手で行います。片手タッチは失格となります。 

◆新記録について  

        新記録達成者は本連盟のホームページに名前を掲載させて頂きます。 

                              き         り          と          り                               

 

※ハガキで申し込む場合は、ハガキに合わせて切り取り、はがれないように貼ってください。 

※保護者印のないものは受付けられません。 性別は必ず男･女該当する方に○をしてください。 

※申込みの内容については、必ず控えをとっておいてください。 

※この個人情報は、本大会運営に関する用途以外には使用しません。

ふりがな ※性別 学校名	 	 	 	 	 	  学年	 年 
氏 名                 男 ・ 女 平成	 	 年	 	 月	 	 日生（	 	 歳） 
住所	 〒	 	 	 	  
 
Tel	 	 	 	 	 （	 	 	 	 	 ） 

新宿水連の教室生のみ〔○印〕 
〔Ｋ２クラス〕	 〔Ｋ３クラス〕 

出場個人種目  距離・種目に〔○印をつける〕＊1・2 年生は 25ｍのみの参加	 

①〔25・50・100〕ｍ	 	 	 〔個人メドレー・背泳ぎ・自由形・バタフライ・平泳ぎ〕 
②〔25・50・100〕ｍ	 	 	 〔個人メドレー・背泳ぎ・自由形・バタフライ・平泳ぎ〕 
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フリーリレー（参加希望者は、チーム全員の氏名を記入）	 本人に〔○印をつける〕 
第１泳者	 氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〔	 〕学校名〔	 	 	 	 	 	 	 	 	 〕〔	 年〕 
第２泳者	 氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〔	 〕学校名〔	 	 	 	 	 	 	 	 	 〕〔	 年〕	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
第３泳者	 氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〔	 〕学校名〔	 	 	 	 	 	 	 	 	 〕〔	 年〕	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
第４泳者	 氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〔	 〕学校名〔	 	 	 	 	 	 	 	 	 〕〔	 年〕	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

誓

約

書 

健康状態は良好であることを申告すると共に、自己管理には十分留意し、本記録会に参加す

ることを誓約いたします。 
平成 23年	 月	 	 日参加者氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 保護者氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 ㊞ 


