
Tokyo Swimming Center Swim Meet(50m) 

 

 

主 催  東京スイミングセンター 

 

主 管  公益財団法人東京都水泳協会 

 

期 日  ２０２１年５月１５日（土）～１６日（日） 

 

会 場  東京スイミングセンター 

 

競 技 種 目 

 男女とも同じ 

 自 由 形  50ｍ 100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 

 背 泳 ぎ  50ｍ 100ｍ 200ｍ 

 平 泳 ぎ  50ｍ 100ｍ 200ｍ 

 バ タ フ ラ イ  50ｍ 100ｍ 200ｍ 

 個 人 メドレー  200ｍ 400ｍ 

 

プール設定  長水路 ９レーン 

 

競 技 方 法 

（１） 競技は公益財団法人日本水泳連盟競技規則により、種目別、男女別に行う。 

（２） 50ｍ・100ｍ種目は予選、準決勝、決勝を行う。その他の種目はタイム決勝とする。 

（３） 競技は、区分に関係なく全年齢で行う。 

（４） 決勝は、準決勝の結果上位 9 名が出場できる。但し、棄権者が出たときには、次点上位より順

次出場権を与える。 

（５） 準決勝は、予選の結果、上位１８名が出場できる。なお、棄権者がでたときには、次点上位より順

次出場権を与える。 

（６） 準決勝・決勝進出について、同記録で予定人員を超えた場合は、抽選にて準決勝・決勝進出

者を決定する。補欠順位も同様とする。 

（７） エントリー数が１８名に満たない場合でも予選を行う。 

（８） 安全かつ健全な大会運営に支障をきたす事象が発生した場合は、主催者の判断により競技方

法または競技スケジュール等を変更する場合がある。感染拡大の影響により本大会は中止にな

る場合がある。 

 

競 技 順 序 

 別表のとおり 

 

表彰 

 男女各１名ずつ、MVP（最優秀選手）を選出する。 

 男女各１名ずつ、ジュニア MVP（中学生以下優秀選手）を選出する。 

 

申込規程 

（１） 申込資格 

①選手は公益財団法人日本水泳連盟競技者登録２０２１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。ただし、学生委員

会関東支部に登録している団体（大学）のうち、その団体所在地が東京都である場合は参加

を認める。 



③公式競技会または公認競技会（長水路）において、1 種目でも標準記録を突破（同タイム可）

している者が申し込みをすることができる。なお、標準記録突破の樹立年月日は問わない。 

④上記③を満たしている者は、突破種目に限らず、その他の種目にもエントリーをすることがで

きる。 

⑤申し込み集計の結果、参加予定数を超えた種目は、上記③に該当する突破種目のエントリー

タイムのランキング上位を優先とする。その他、主催者の判断を加味し参加人数を制限する場

合がある。（感染症予防のため館内の収容人数を定める必要があるため） 

※東京スイミングセンター所属選手は別途内部規定を設けエントリーを行う。 

（２） 制限事項 

１名１日につき２種目以上エントリーをすること。エントリー数の制限はない。 

※レースを棄権する場合は、棄権料が発生する。（詳細は二次要項に記載する） 

（３） 標準記録 

別表のとおり 

※上記（1）③に該当する種目の証明を（スイムレコード等）４月１５日（木）までに、下記メールアド

レスまで提出すること。（提出がない場合は、出場ができない） 

メール送信先 tsc-invitation@tokyo-sc.com 

（４） 申込方法 

Web-SWMSYS に必要事項を入力し、４月１５日（木）までに集計を完了すること。 

集計処理がされていないエントリーは無効とする。 

（５） 申込金 

団体参加費 1 団体につき 5,000 円 

個人参加費 1 種目につき 1,500 円 

申込金は大会当日に東京スイミングセンターフロントで支払うこと。 

請求書はエントリー確定後、郵送をする。 

（６） 協力競技役員 

参加をする団体は、1 団体あたり 1 名の協力競技役員を派遣すること。 

（７） エントリー（申込）の公開 

①エントリー（申込）の内容については、2021 年 4 月 20 日（火）～22 日（木）の間、東京スイミング

センターホームページで確認することができる。 

②訂正がある場合には、東京スイミングセンターにメールにて連絡をすること。 

 〆切は 2021 年 4 月 22 日（木）とする。 

 メール送信先 tsc-invitation@tokyo-sc.com 

      ③4 月 22 日（木）の申込終了後、（１）⑤の通り、出場者の制限が必要となった場合、出場できる

者を、準備が出来次第、東京スイミングセンターホームページに発表する。 

 

プ ロ グ ラ ム 

 本大会のプログラム（冊子）は発行しない。 

 プログラム（スタートリスト）は、東京スイミングセンターホームページより閲覧すること。 

 

AD カード 

 本大会は、AD カードを使用する。東京スイミングセンター大会ホームページよりダウンロードすること。 

監督・コーチの AD カード発行可能枚数は、エントリー確定後、二次要項に記載するので確認すること。 

 

 

感染症対策 

 本大会では感染対策を実施する。（詳細は二次要項で確認すること） 

（１） 大会参加にあたっては、東京都水泳協会が発表している「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） 会場への入場は、入場時検温および指定健康管理表（参加同意書含む）の提出を必須とする。 

スマートフォンアプリは使用できない。 



（３） 選手・チームスタッフ以外の入場はできない。保護者の入場はできない。 

（４） 会場でのケガ・盗難については一切責任を負えない。 

（５） 駐車場は有料。限りがあるためできるだけ公共交通機関を利用すること。 

※入場時に受け取った駐車券をフロントに提示して頂き、認証を受けること。 

※認証済み駐車券を持ち、フロント横の精算機にて精算をすること。（３０分/４５０円） 

 

二次要項の公表 

 二次要項を東京スイミングセンターホームページに 5 月初旬までに掲載をするので確認すること。 

 その他、大会に関する情報は随時ホームページに掲載をする。 

 

問い合わせ 

 東京スイミングセンター 

〒170-0003 東京都豊島区駒込 5-4-21 Tel 03-3915-1012 



女子 男子 女子 男子

50m :27.39 :24.91 :26.82 :23.75

100m :58.95 :53.68 :57.87 :51.82

200m 2:07.28 1:56.61 2:04.85 1:53.03

400m 4:25.42 4:05.59 4:22.27 3:59.39

800m 9:05.12 - 9:00.27 -

1500m - 16:17.27 - 15:49.38

50m :30.75 :27.71 :30.25 :27.05

100m 1:05.17 :59.83 1:04.21 :57.48

200m 2:19.46 2:09.41 2:18.42 2:05.59

50m :34.08 :30.31 :33.55 :29.18

100m 1:13.16 1:05.72 1:11.98 1:03.19

200m 2:36.20 2:21.19 2:33.56 2:16.45

50m :29.02 :26.18 :28.33 :25.13

100m 1:03.19 :57.19 1:01.88 :54.83

200m 2:18.24 2:06.24 2:16.11 2:02.27

200m 2:21.70 2:09.57 2:19.64 2:05.84

400m 4:57.24 4:35.13 4:54.18 4:27.26

・標準記録は長水路で突破していること。（短水路不可）

・上記標準記録を１種目でも突破していれば、何種目でもエントリーをすることができる。

　（１日２種目以上のエントリーをすること）

・突破種目の証明（スイムレコード等）を期日以内に提出すること。

・エントリー状況により、最大参加種目数（別表）を超えた場合は、出場出来ない場合がある。

　事前に確認すること。

参加標準記録

高校生以下 大学生以上

自由形

背泳ぎ

平泳ぎ

バタフライ

個人
メドレー


