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「水泳の日」２０１７～ＴＯＫＹＯ～ 開催要項 
 

 
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 生涯スポーツ委員会 
 
３．後  援     
 
４．協  賛  公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 

東京海上日動火災保険株式会社 
株式会社ニチレイ 

 
５．期  日    平成２９年８月１３日（日）  開場 午前９時００分 
 
６．会  場    東京辰巳国際水泳場（〒135-0053 東京都江東区辰巳2-8-10） 
 
７．水泳の日イベント 

（１）参加イベント（申し込み制） 
・水泳指導（競泳・シンクロ・水球・日本泳法） 
・救命講習会 
・泳力検定会（７級～１級） 

     
（２）観覧イベント予定（申し込み不要・入場無料） 

      ・エキシビション（競泳・シンクロ・水球・日本泳法） 
      ・トークショー （オリンピアン・日本代表選手） 
 
８. 参加イベント申込 
   （１）申込専用URLにアクセスし画面の指示に従って申し込みを行ってください。 

      申込URL http://tokyo-swim.org/swimming-day.html 
 

（２）参加費 ５００円（税込） 
※インターネットでの申し込み時に表示される画面の指示に従いお支払いください。 
 （カード決済またはコンビニ振込） 

          
  （３）申し込み期間 ７月１日（午前１０時）～７月２０日 
           ただし、人数が定員に達した時点で申込を締め切ります。 
 
 
  ※泳力検定の申し込みは郵送でも可能です。郵送受付ご希望の場合は５ページの 

「水泳の日」２０１７泳力検定会申込票」をご覧ください。 
 
 
 
◆ご注意◆ 
 ・申し込み後のキャンセル等による返金はできません。 
 ・申し込みの際は、本要項【１２．誓約事項】に同意の上、お手続きください。 
 ・同じ時間帯に開催のイベントに同時に申し込むことはできません。 
 ・申し込み後は協会ホームページに掲載される追加要項を必ずご確認ください。 
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９．募集詳細 
  （１）スイムクリニック（１３:００～１４:００） 

    ～オリンピアン、日本代表による泳力別水泳指導～ 

 

    ①クロール初級（泳力検定７級～４級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 クロールで２５ｍ完泳できること 

    ②クロール中級（泳力検定３級に挑戦）   定員１０名 

             参加資格 クロールで５０ｍ完泳できること 

    ③クロール上級（泳力検定２級・１級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 １００ｍ個人メドレーが完泳できること。 

    ④平 泳 ぎ 初 級（泳力検定７級～４級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 平泳ぎで２５ｍ完泳できること 

    ⑤平 泳 ぎ 中 級（泳力検定３級に挑戦）   定員１０名 

             参加資格 平泳ぎで５０ｍ完泳できること 

    ⑥平 泳 ぎ 上 級（泳力検定２級・１級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 １００ｍ個人メドレーが完泳できること。 

⑦背 泳 ぎ 初 級（泳力検定７級～４級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 背泳ぎで２５ｍ完泳できること 

    ⑧背 泳 ぎ 中 級（泳力検定３級に挑戦）   定員１０名 

             参加資格 背泳ぎで５０ｍ完泳できること 

    ⑨背 泳 ぎ 上 級（泳力検定２級・１級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 １００ｍ個人メドレーが完泳できること。 

⑩バタフライ初級（泳力検定７級～４級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 バタフライで２５ｍ完泳できること 

    ⑪バタフライ中級（泳力検定３級に挑戦）   定員１０名 

             参加資格 バタフライで５０ｍ完泳できること 

    ⑫バタフライ上級（泳力検定２級・１級に挑戦）定員１０名 

             参加資格 １００ｍ個人メドレーが完泳できること。 

     

※スイムクリニック参加者は泳力検定にエントリーされます。 

 申し込み時に受検級を申告してください。 

 

  （２）泳力検定会（１４:３０～） 

    （公財）日本水泳連盟が定める全国統一の検定制度７級～１級（別紙：泳力検定基準表を参照） 

    （公財）日本水泳連盟競技規則によるタイムトライアル ※水中スタート可 

     プール設定：２５ｍ×８レーン（メインプール） 

     合格者にはオリンピアンより認定証と認定バッジが授与されます。 

     申し込み時に受験する級を申告してください。（１名１種目まで） 

     定員５００名 

 

 （３）シンクロ体験会（１３:００～１４:３０） 

   ～オリンピアン、日本代表による基礎講習＆チーム演技に挑戦！～ 

    参加資格 クロール・平泳ぎ・背泳ぎで２５ｍ完泳できる小学生以上の方 

    定員５０名  

     ※希望者は泳力検定会に参加することができます。申し込み時にご指定ください。 

      

（４）水球体験会（１０:００～１１:３０） 

   ～オリンピアン、日本代表による基礎講習＆「ミニゲーム」～ 

    参加資格 ２５ｍ完泳できる小学生以上の方 

    定員４０名 

     ※希望者は泳力検定会に参加することができます。申し込み時にご指定ください。 
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 （５）日本泳法教室（１３:００～１４:３０） 

   ～日本泳法指導者による基礎講習～ 

    参加資格 ２５ｍ完泳できる小学生以上の方（水深５ｍのダイビングプールで実施） 

    定員３０名 

     ※希望者は泳力検定会に参加することができます。申し込み時にご指定ください。 

 

 （６）救命講習会（①10:00～11:00・②14:30～15:30）※①②の内容は同一です。 

   医師による救命措置講習（練習用人形・ＡＥＤ使用） 

    参加資格 高校生以上の方 

    定員 午前の部 ５０名 / 午後の部 ５０名 

 

 

【注意】 

①スイムクリニック・シンクロ体験会・日本泳法教室を同時に申し込むことはできません。 

②それぞれ定員になり次第申し込みを締め切ります。 

③当日は必ず受付を済ませてからご入場ください。 

《受付時間》９:３０から参加するイベント開始の３０分前まで 

《受付場所》２階入場ゲート  

④プールサイドでの見学も可能です。（素足での入場となります）※参加者のご家族に限ります。 

⑤プールサイドでのビデオ・写真の撮影は許可が必要です。 

⑥申し込み後は協会ホームページに掲載される追加要項を必ずご確認ください。 

⑦申し込み後はキャンセルによる申込金の返金はできませんのでご注意ください。 

 

 

 

１０．スケジュール 

 

時 間  メインプール サブプール ダイビングプール トレーニングルーム 

９：００ 開場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉門 

    

１０：００ 
１０：４５ 
１１：００ 
１１：１５ 

オープニング 
日本泳法演技 

シンクロ特別演技 
水球エキシビション 

水球教室＆ミニゲーム 

 

救命講習① 

１２：００     

１３：００ スイムクリニック シンクロ教室 日本泳法教室  

１３：３０     

１４：００     

１４：３０ 泳力検定会   救命講習② 

１５：００     
１５：３０     
１６：００     

１７：００     
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１１．その他 
· 観覧イベントの見学は無料です。 
· プールサイドでは、競技役員以外はすべて裸足とします。 
· 所持品の管理は各自の責任で行ってください。 
· ゴミはすべて持ち帰ってください。 
· その他の注意事項については，ホームページおよび会場にてご案内いたします｡ 

 ＊詳細は東京都水泳協会のホームページをご確認ください。申し込み後の個別連絡はいたしません。   

 
 
１２．誓約事項 
  (1)主催者は傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 

(2)申し込み後の種目変更、キャンセルおよび返金はできません。 
(3)年齢、性別の虚偽を申告、申し込み者本人以外の出場は認めません。 
(4)地震、風水害、降雪、事件、事故等による中止、または上記(3)の出場取り消しによる返金はいたしま

せん。 
(5)イベント開催中の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は

主催者に属します。 
   【個人情報の取り扱いについて】  

申し込み等に記載された個人情報については、当協会のプログラムや検定結果の作成を含み、イベン

ト運営を円滑に行うため必要なものだけに使用し、その他の目的には使用・提供しません。 
なお、泳力検定合格者は、ホームページ等で氏名を公開します。 
 

 
 

【来場者限定企画】 
  オリンピアンとツーショット！  

  携帯専用アプリでオリジナル写真が撮影できます。 
 
                            QR コード読み取り 
                            または、「cocoar２」で検索！ 
                            アプリをダウンロードしてご来場ください。    
                            
     Android             iPhone 

 

  PIZZA-LA キッチンカー  

   
 
                     釜付きキッチンカーが出来立てのピザを特別販売します！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ】 
〒150-0012  東京都渋谷区広尾 1-3-18 広尾オフィスビル８Ｆ 

公益財団法人東京都水泳協会 
TEL 03-5422-6147   FAX 03-5422-6241 （平日 10:00～18:00 ） 
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フリガナ 性　別

氏　　名

※距離に○をしてください。

電話番号

メールアドレス

「水泳の日」２０１７泳力検定会申込票

　　　　参加者署名
（未成年者の場合は保護者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名・捺印がない申し込みは受け付けできません。

（郵送申し込み専用）

生　　年　　月　　日

「水泳の日」２０１７～ＴＯＫＹＯ～開催要項に記載の誓約事項に同意し参加申し込みします。

平成２９年　　　　　月　　　　　日

泳力検定

※種目に○をしてください。

25m・50m・100m・200m クロール・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ・個人メドレー受検級
(  　　)級

自己の最高タイム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

分　　　　　　　　秒

住　所

〒

西暦　　　　　年　　　月　　　日　（　　　歳）
　　　　　※2017年8月13日の満年齢をご記入ください

男・女

【参加費】 ５００円（税込） を下記にお振込みください。

（参加費振込先） みずほ銀行 恵比寿支店 普通 １６９８３５４

公益財団法人東京都水泳協会

※振込みの際の依頼人名は、「電話番号」＋「申込者名」とします。

例： 0354226147トウキョウタロウ（市外局番からハイフンなし）

※振込手数料は、申し込み者の負担とします。

※キャンセル等による返金はできませんのでご了承ください。

振込票のコピーを張り付けてご郵送ください。

【郵送先】

〒150-0012
東京都渋谷区広尾1-3-18広尾オフィスビル８F
公益財団法人東京都水泳協会 「水泳の日」係

７月２０日必着

振込票コピー貼り付け

 


