
 東京都特別水泳競技大会【飛込競技】  

 
“Ｒｅ ＳＴＡＲＴ” ～未来への再スタート～ 

目標とした全国主要大会や東京都大会が中止になり、皆さんは努力の成果を発揮する機会を失い、やり場のない悔しい思い

をしました。 これほど悔しい気持ちになるのは、これまでの努力が価値あるものであったという証です。 皆さんの努力は必

ず未来につながります。  “Re START” 未来に希望をもって再スタートしましょう！ 
 “Re TOKYO” チーム東京の再スタートです！ 

 

１．主   催 公益財団法人 東京都水泳協会 

 

２．主   管  公益財団法人 東京都水泳協会  

 

３．期   日  ２０２０年 ９月１２日（土）・１３日（日）  

 

４．会   場 東京辰巳国際水泳場（東京都江東区辰巳2-8-10） 

 

５．競技種目 〈高飛込の部〉 

○男子シニア・・・・・・・・異群より６演技種目 

○女子シニア・・・・・・・・異群より５演技種目 

○16-18歳（男女共通） ・・・制限選択飛 異群より４演技種目（D.D合計 7.6以内） 

                    自由選択飛 異群より３演技種目 

○14-15歳（男女共通） ・・・制限選択飛 異群より４演技種目（D.D合計 7.6以内） 

                                    自由選択飛 異群より３演技種目 

○12-13歳（男女共通） ・・・制限選択飛 異群より４演技種目（D.D合計 7.6以内） 

          ※10mの使用は不可        自由選択飛 異群より３演技種目 

                          

       〈３ｍ飛板飛込の部〉 

○男子シニア・・・・・・・・５つ以上の群より６演技種目 

○女子シニア・・・・・・・・異群より５演技種目 

○16-18歳（男女共通） ・・・制限選択飛 異群より４演技種目（D.D合計 7.6以内） 

                    自由選択飛 異群より３演技種目 

○14-15歳（男女共通） ・・・制限選択飛 異群より４演技種目（D.D合計 7.6以内） 

                                    自由選択飛 異群より３演技種目 

 

〈１ｍ飛板飛込の部〉 

○男子オープン・・・・・・・３つ以上の群より６演技種目（棒飛・入水可） 

○女子オープン・・・・・・・３つ以上の群より５演技種目（棒飛・入水可） 

○12-13歳（男女共通） ・・・制限選択飛 異群より４演技種目（D.D合計 7.2以内） 

自由選択飛  異群より３演技 

○9-11歳（男女共通）  ・・・制限選択飛 異群より３演技種目（D.D合計 5.4以内） 

自由選択飛  異群より３演技 

 

※参加年齢の決定は2020 年12 月31 日における満年齢。 

        ※シニア・オープン以外の出場選手で、自由選択飛を男子６演技種目、女子５演技種目を希望する者は、追

加演技種目の申請により演技することができる。 



６．競技方法 (1)  2020 年度(公財)日本水泳連盟 飛込競技規則に則って行う。 

       (2)  決勝競技のみ行う 

 

７．競技日程  9月12日（土） ３ｍ飛板飛込    

        9月13日（日） １ｍ飛板飛込  高飛込 

 

８．表   彰   本大会において種目別順位表彰は行わない。 

 

10. 申込規定 (1) 申込資格  

 ①選手は、(公財)日本水泳連盟競技者登録 2020 年度完了者であること。 

②選手が所属する団体は、東京都水泳協会に登録している団体であること。 

 ③関東学連登録選手は、団体（大学）の登録所在地が東京都の場合は東京都登録として取り扱う。 

 ④小学生以上であること。  

(2) 申込方法  

 ①全国ジュニアオリンピック夏季大会対象者は、Web-SWMSYS でエントリーする。 

②シニアまたはオープンクラスにエントリーする選手は、指定の申込書に入力し、下記のメールアドレス 

まで送信する。 mid@h6.dion.ne.jp  中島 直樹 

 ③申込金明細書に①②の明細と合計金額を記入する。 

④指定口座に③の申込金合計金額を振り込む。 

⑤大会参加同意書に必要事項を記入する。（参加選手全員） 

⑥ ①で送信した Web-SWMSYS のエントリー確認シートと②で送信したシニア・オープンクラスの申込書の 

コピー、振込用紙のコピー、大会参加同意書、申込金明細書を同封して、以下申込先に郵送すること。 

 (3) 申 込 先  〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-18 広尾オフィスビル 8 階 

 （公財）東京都水泳協会 飛込委員会 東京都特別水泳大会係  

TEL 03-5422-6147 FAX 03-5422-6241  

(4) 申 込 金  1 名 1 種目につき 1,000 円  

【振込先】みずほ銀行 恵比寿支店（普通）1698354 名義：公益財団法人東京都水泳協会 

 ※東京都の登録団体の振込者名は「D＋3 ケタの団体番号＋団体略称名 8 文字以内」 

 ＜例＞ D895 ニホン DC 

 (5) 締 切 日  9 月 4 日（金） 正午必着 

(6) ダイブシート 全競技 9 月 12 日（土）正午までに提出のこと。 

                  ※自由選択飛の追加演技を希望する選手は、別紙に記入しダイブシートと重ねて提出する。 

 

11. AD カードの発行  大会会場への入館は AD カード所持者のみとする。AD カードは下記要領で発行する。  

(1) 発行対象者と枚数  ① 選      手・・・各 1 枚 

（選手名記入を必須とし他者への流用は認めない）  

② 団体引率者・・・各団体 1 枚 ＋ 選手５名につき 1 枚 

（団体名記入を必須とし団体スタッフ内での流用を認める） 

(2) 発行申し込み  

選手 AD カードおよび団体引率者 AD カードは、申し込み人数により自動発行する。 

(3) 追加発行・再発行  

追加発行は受け付けない。紛失時の再発行は選手 AD カードのみ有料で受け付ける。  

団体引率者 AD カードは、いかなる場合でも再発行しない。 

(4) その他  

AD カードは、申し込み団体宛に郵送する。申込金明細書に受け取り可能な郵送先を記入すること。 

AD カードの不正使用があった場合は、該当団体所属選手全員の出場を取り消す。 



12. 健康管理表 (1) 指定の健康管理表に大会出場日の 14 日前から、体温・体調を記入すること。 

 (2) 健康管理表は大会当日の入場時に提出を必須とする。  

※出場日が 2 日ある場合は、それぞれの出場日毎に健康管理表を用意すること。 

(3) 健康管理表は記載漏れがないように正確に記入すること。記載に不備がある場合は会場内への立ち入り 

ができない場合がある。 

(4) 健康管理表の提出は、選手のみならず監督・コーチなど会場内に入場するすべての者を対象とする。 

 

 13. 注意事項  (1) 大会参加にあたっては、「水泳競技会における感染拡大予防ガイドライン」を熟読の上、厳守すること。 

 (2) 会場への入館（観覧席を含む）は、本協会が発行する AD カード所持者のみとし、入館時検温および健 

康管理表の提出を必須とする。 

 (3) 参加種目によって入館時刻および退館時刻を指定する。入退館時刻は追加要項で公表する。  

(4) 感染症予防のため選手・引率者以外の入場はできない。 

(5) 会場周辺で路上駐車および待機は絶対にしないこと。 

(6) 悪天候・自然災害または感染症流行等により大会が中止になった場合および自己または主催者の判断で 

出場辞退となった場合でも申込金の返金は行わない。 

 

14．そ の 他   以下の標準記録を突破した選手は、２０２０年度全国J O Cジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

プログラムに掲載する。また、対象者には記録証を授与する。 

（プログラム1,500円、後日購入希望を調査する） 

       【標準点】 ・男女 ９～11 歳 １ｍ飛板飛込 146 点     

・男女 12～13 歳 １ｍ飛板飛込 175 点    ・男女 12～13 歳 高飛込 175 点 

   ・男女 14～15 歳 ３ｍ飛板飛込 177 点    ・男女 14～15 歳 高飛込 177 点 

   ・男女 16～18 歳 ３ｍ飛板飛込 181 点  ・男女 16～18 歳 高飛込 181 点 

 

15. 問い合わせ 公益財団法人東京都水泳協会  

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-18 広尾オフィスビル８F  

03-5422-6147（平日 10:00～17:00）  

        飛込委員会 毒島泰士 090-6569-4210 


