
令和4年度
第48回佐久小諸地区水泳記録会要項

◎開催の目的
　佐久市、小諸市、南佐久郡、北佐久郡地域の水泳及び水泳競技の健全な普及発展を図り、
体力の向上とスポーツ精神を養うことを目的とする。また、地域の児童の皆様の水泳競技
の発表の場を設けるために実施する。

日　　時　　　令和4年 8月21日（日）

場　　所　　　佐久市立野沢中学校プール（屋外50m 　水深1.3ｍ　9レーン）

時　　間　　　＊プール開場　　　　　　　　　午前　7時45分
　　　　 ＊ウォーミングアップ　　　　　午前　8時00分　～　8時45分

＊競技開始　　　　　　　　　　午前　9時00分

主　　催　　　特定非営利活動法人　佐久市体育協会、一般財団法人　小諸市体育協会

主　　管　　　佐久市スポーツ協会水泳部、小諸市体育協会水泳部
佐久水泳協会

後　　援　　　佐久市教育委員会、小諸市教育委員会　　

協　　賛　　　ブルーマリンスポーツクラブ株式会社

役　　員　　　＊大会長　　竹花　長雅
　　　　　 ＊副大会長　臼田　　誠、小林　啓二

競技種目　　　　　自由形　50ｍ、平泳ぎ　50ｍ、バタフライ　50ｍ、背泳ぎ　50ｍ
　　　　　　自由形　100m、平泳ぎ　100m、個人メドレー200m

4×50ｍリレー、混合4×50mリレー（メンバーは男女各2名ずつ）
※50ｍプールでの競技につき、25ｍ種目はありません。

出場資格　　1、佐久市、小諸市、南佐久郡、北佐久郡の小学生・中学生
　　　　　　　　　※上記地区以外の選手についてはオープン参加を認めます。
　　　　　　2、個人の参加種目数の制限はありません。

3、200ｍリレーは、1校男女各2チームまで可。
　　　　　　　（タイムレースによる決勝）

参加費用　　参加費は1人　1000円
学校・チームで参加人数分をまとめて記録会当日受付でお支払いください。
個人申込の方は、申込受付時にお支払いください。

申込方法　　①学校・チームで申込の場合
　　　　　　参加希望者を同封の参加予定者名簿に必要事項を記入し、
　　　　　　8月5日（金）必着で記録会事務局まで送付願います。
　　　　　　送付方法はメール・FAX・郵送のいずれかでお願いいたします。
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参加予定名簿の参加種目の記入は忘れずにお願いいたします。

申込先 〇佐久小諸地区水泳記録会　事務局
〒384-0808　小諸市御影新田2705-1
ブルーマリンスポーツクラブ小諸内
佐久小諸地区水泳記録会係　神津太士宛
TEL：　0267-23-3535　　　FAX：　0267-23-0114
Mail：　kouzu@bluemarinekomoro.co.jp

　　　　
　　　　　　②個人申込の場合
　　　　　　ブルーマリンスポーツクラブ佐久、小諸各店にて

8月5日（金）まで受付します。
別紙要項の申込表と参加費を持参いただき、申込手続きをお願いいたします。
個人の場合、メール、郵送でのご対応はできませんのでご理解いただきたく、
お願い申し上げます。

　　　　　　
競技順序 1 ４×５０ｍリレー

2 ２００ｍ個人メドレー
3 ２００ｍ個人メドレー
4 ３年生以下男子 ５０ｍ背泳ぎ
5 ４年生以上男子 ５０ｍ背泳ぎ
6 中学生男子 ５０ｍ背泳ぎ
7 ３年生以下女子 ５０ｍ背泳ぎ
8 ４年生以上女子 ５０ｍ背泳ぎ
9 中学生女子 ５０ｍ背泳ぎ
10 ３年生以下男子 ５０ｍ平泳ぎ
11 ４年生以上男子 ５０ｍ平泳ぎ
12 中学生男子 ５０ｍ平泳ぎ
13 ３年生以下女子 ５０ｍ平泳ぎ
14 ４年生以上女子 ５０ｍ平泳ぎ
15 中学生女子 ５０ｍ平泳ぎ
16 １００ｍ自由形
17 １００ｍ自由形
18 １００ｍ平泳ぎ
19 １００ｍ平泳ぎ
20 ３年生以下男子 ５０ｍバタフライ
21 ４年生以上男子 ５０ｍバタフライ
22 中学生男子 ５０ｍバタフライ
23 ３年生以下女子 ５０ｍバタフライ
24 ４年生以上女子 ５０ｍバタフライ
25 中学生女子 ５０ｍバタフライ
26 ３年生以下男子 ５０ｍ自由形
27 ４年生以上男子 ５０ｍ自由形
28 中学生男子 ５０ｍ自由形
29 ３年生以下女子 ５０ｍ自由形
30 ４年生以上女子 ５０ｍ自由形
31 中学生女子 ５０ｍ自由形
32 ４×５０ｍリレー

　　　　　　  33 ４×５０ｍリレー

男子
女子

男子
女子

混合
男子
女子

男子
女子
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＊競技運営をスムーズにするため、競技ごとに男子⇒女子という順番で進めます。
　レース結果は学年別で集計いたします。

＊競技時間については、8月18日頃に正式な競技時間を下記ホームページにて
掲載いたします。
　　　ブルーマリンスポーツクラブ様HP　　http://bluemarinekomoro.co.jp/
　　　佐久市体育協会HP　　http://sakutaikyo.pasmail.jp/

注意事項 ・密をさけるため、開会式・閉会式は行いません。

・会場に入場する選手及び先生、選手の保護者は指定する健康チェックを
お願いします。別紙健康チェック表に必要事項を記入の上、入場時に
受付へご提出ください。

・記録会当日、会場内においてはマスク着用予定とします。
参加選手もウォーミングアップ・レース時以外はマスク着用をお願いしたく、
マスクの準備をお願いします。

・申込人数集計後に、参加人数に応じて要項の内容に変更が生じる場合が
あります。二次要項と正式な競技順序を8月18日頃までに下記ホームページにて
掲載いたしますので、必ずご確認をお願いいたします。

　　　　 　ブルーマリンスポーツクラブ様HP　　http://bluemarinekomoro.co.jp/
　　　　 　佐久市体育協会HP　　http://sakutaikyo.pasmail.jp/

　
・本記録会は、コロナウイルス拡大対策のため、予告なく中止することが
あります。

・ウォーミングアップ中の監視については、
先生および引率の保護者の責任で怪我の無いようお願いいたします。

　　　　　 ・主催者がレクリエーション傷害保険に加入し、
　　　　 保険の範囲内で手当をいたします。

　　　　 ・中学校の施設をお借りしておりますので
ゴミについては必ずお持ち帰りください。
チームが特定できる場合は処分料を請求いたします。

　　　　  また、中学校内のプール以外の施設（校舎内など）は入れません。
　　　　　 保護者様にも必ずご確認くださいますよう、お願いいたします。

・雨天決行ですが、屋外プールのため、台風の急接近などにより当日中止の
場合も考えられます。参加予定者名簿に緊急連絡用の携帯電話番号を記入
いただければ、当日朝6時に中止連絡致します。
本年度は予備日を設けておりませんのでご容赦願います。

・本記録会ではレース時の飛び込みスタートは任意といたします。
　　　　　 飛び込み無しでのスタートも可能です。
　　　　　

・参加者全員に記録認定証を発行します。
記録証は後日郵送いたします。
学校での申し込み：　各小学校の引率先生宛
個人での申し込み：　保護者様
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎要項に関し、ご不明な点等ございましたら、申込場所の記録会事務局まで
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。　事務局　神津太士
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(配布用　簡易版）

1 特定非営利活動法人　佐久市スポーツ協会、一般財団法人　小諸市体育協会
2 佐久市スポーツ協会水泳部、小諸市体育協会水泳部、佐久水泳協会
3 佐久市教育委員会、小諸市教育委員会
4 株式会社　ブルーマリンスポーツクラブ
5 令和4年 8月21日（日）
6 佐久市立野沢中学校プール　（屋外50ｍ、9レーン、水深1.3ｍ）
7 7：45～ プール開場

8：00～ ウォーミングアップ開始（～8：45終了）
9：00～ 競技開始

8 佐久市、小諸市、南佐久郡、北佐久郡の小学生及び中学生
（他地区からのオープン参加可）

9 1人　1000円（何種目でもエントリー可能です）
10 自由形　50ｍ、平泳ぎ　50ｍ、バタフライ　50ｍ、背泳ぎ　50ｍ

自由形　100m、平泳ぎ　100m、個人メドレー200m
4×50ｍリレー、混合4×50mリレー（メンバーは男女各2名ずつ）
※50ｍプールでの競技につき、25ｍ種目はありません

11 原則として学校単位・所属チームでの申し込みと致します
個人で申し込む場合は下記事務局にて受付可能です

記録会事務局　 ブルーマリンスポーツクラブ小諸店　小諸市御影新田2705-1　
TEL：　0267-23-3535　　FAX：　0267-23-0114　

12 令和4年 8月5日（金）まで
13 （1）原則、雨天決行と致します。（予備日は設けておりません）

　ひどい悪天候・低温の際は、朝6時ごろに連絡責任者の方へ
　中止のご連絡を致しますのでご承知おきください。
（2）個人で申し込む場合は受付時に参加費もご用意ください。
　学校単位では記録会当日に受付時にお支払いください。
（3）主催者がレクリエーション傷害保険に加入し、
　保険の範囲内で手当をいたします。
（4）記録会の詳細につきましては以下ホームページにてご確認できます。
　二次要項及び正式な競技時間は8月18日前後に掲載いたします。

ブルーマリンスポーツクラブ様HP　　http://bluemarinekomoro.co.jp/
佐久市体育協会HP　　http://sakutaikyo.pasmail.jp/

（5）以下参加申込表を学校の先生及び所属チーム代表者へ提出してください。
　個人受付の方は記録会事務局へ申込時に持参ください。

14 コロナ対策 ・密をさけるため、開会式・閉会式は行いません。
・会場に入場する選手及び先生、保護者は別紙健康チェック表に
必要事項を記入の上、入場時に受付へご提出ください。
・記録会当日、マスクの持参と着用をお願いいたします。
・記録会は、コロナウイルス拡大対策のため、予告なく中止することがあります。

　第48回佐久小諸地区水泳記録会 令和4年8月21日　野沢中学校プール

※参加料：　1人　1000円　 ※入金日　 ※未納

参加種目
（参加種目に○）

50ｍ自由形 50ｍ平泳ぎ 50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

令和4年度　第48回　佐久小諸地区水泳記録会　要項　（簡易版）

フリガナ

性別 男　・　女

学校名/所属チーム

学年

保護者名

時　間

参加資格

参加料

電話番号
（緊急連絡先）

競技種目

申込方法

申込期限
その他

参加申込表

氏名

主　催

後　援
協　賛
開催日

開催場所

主　管

50ｍ背泳ぎ

100ｍ自由形 100ｍ平泳ぎ 200ｍ個人メドレー

4×50ｍリレー　　 　4×50ｍ混合リレー



◎駐車場について
　・駐車場係による誘導を予定しております。誘導に従って駐車をお願いいたします。
　・グラウンドには駐車できませんのでご承知おきください。
　・ゴミ等のポイ捨てせず、お持ち帰り願います。
　・駐車スペースが限られておりますので乗り合いによる来場が可能であれば。
　ご協力をお願いいたします。

佐久小諸地区水泳記録会

グラウンドは

駐車不可

駐車スペースが限られております

誘導に従っての駐車をお願いいたします

学校

出入り口



令和4年度佐久小諸地区水泳記録会参加予定名簿

小学校名： 顧問氏名： 保護者代表：

緊急連絡先： 緊急連絡先：

学年 性別

６年 男 自由形50ｍ 平泳ぎ50ｍ バタフライ50ｍ 背泳ぎ50ｍ 自由形100ｍ 平泳ぎ100ｍ 個人メドレー

0 01

0 02

0 03

0 04

0 05

0 06

0 07

0 08

0 09

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

0 15

0 16

学校ID：

個人ID

（例）

参加出場種目に○をしてください

ブルマリ　太郎

記入欄が足りない場合はコピーして記入をお願いいたします。コピーした際、個人ID欄は特に気にせず使用してください。

フリガナ 名前

ブルマリ　タロウ



競技会名 第48回佐久小諸地区水泳記録会 健康チェック表 佐久水泳協会

混合 200 50 50 100 100 50 50

リレー 個メ 背 平 自 平 バタ 自 リレー

( )

（１）    参加される7日前から健康チェックをお願いします。

（２）    体調欄には、異常がなければ「良好」とご記入ください。体調不良の場合は具体的に症状をご記入ください。（例：　咳　腹痛　悪寒　嗅覚・味覚障害　等）

（３）    参加選手は必ず保護者が選手の健康状態を確認し、確認欄に押印またはサインをしてください。未記入の場合、入場をお断りする場合があります。

（４）    当日入場時に、受付で係員にお渡しください。

（５）    緊急連絡先にはご家族等、日中に連絡の取れる方の電話番号をご記入願います。

（６）    発熱・体調不良等がある場合は、大会会場には来場しないでください。　　入場時の検温で、３７．５℃以上体温がある場合は入場できません。

参加種目　　※選手用

（該当欄にレ点）

競技役員引率選手

氏名
（年齢）

所属

起床時体温

日付

住所

緊急連絡先（続柄）

（　　）

区分

（該当欄に〇）

男　・　女

性別

体調

8/18（木）

　.　.

8/19（金） 8/20（土） 8/21（日）

　. 　. 　. 　. 　.

　. 　.

日付 8/18（木） 8/19（金） 8/20（土） 8/21（日）

　. 　. 　. 　. 　.

選手帯同保護者用 氏名： 連絡先：

体調

起床時体温

確認者チェック欄

確認者チェック欄



第4泳者　フリガナ

男子 女子 混合

学校名

第1泳者　フリガナ

第2泳者　フリガナ

第3泳者　フリガナ

第4泳者　フリガナ

男子 女子 混合

学校名

第1泳者　フリガナ

第2泳者　フリガナ

第4泳者　フリガナ

男子 女子 混合

学校名

第1泳者　フリガナ

第2泳者　フリガナ

第3泳者　フリガナ

第4泳者　フリガナ

男子 女子 混合

学校名

第1泳者　フリガナ

第2泳者　フリガナ

　4×50mフリーリレー
オーダー用紙

　4×50mフリーリレー
オーダー用紙

　4×50mフリーリレー
オーダー用紙

　4×50mフリーリレー
オーダー用紙

第3泳者　フリガナ 第3泳者　フリガナ


