
第６４回金沢市民スポーツ大会 水泳競技大会 要項 
主催  金沢市スポーツ協会 金沢市教育委員会 金沢市 

主管  金沢市水泳協会 

後援  北國新聞社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日時  令和３年６月２７日（日） 

   小学生・中学生： ９時１５分 開場 、 １０時３０分 競技開始 

   一般     ：１４時００分 開場 、 １５時００分 競技開始 

 

２．会場  金沢プール 屋内５０ｍプール（磯部町ハ55） 

 

３．競技種目（年齢は、大会当日の満年齢とする。） …個人メドレー、横泳ぎをとりやめ 

 小学生の部 自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・ﾊﾞﾀﾌﾗｲの各50・100m 

 中学生の部 自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・ﾊﾞﾀﾌﾗｲの各50・100m 

 一般の部 年齢区分毎に自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・ﾊﾞﾀﾌﾗｲの各50m 

 

４．競技方法 

  ①レースはすべてタイム決勝とする。（決勝レースは行わない） 

  ②競技種目は、小学生男子・小学生女子・中学生男子・中学生女子・ 

   一般男子(70歳以上･60歳以上･50歳以上･40歳以上･30歳以上･15歳以上)・ 

   一般女子(60歳以上･50歳以上･40歳以上･30歳以上･15歳以上)でタイムにより順位を決定する。 

  ③出場者が少ない種目では、男女および年齢区分の異なるレースを同時に行う場合がある。 

 

５．表彰  各区分の優勝者には賞を授与し、３位まで「賞状」を贈る。ただし、表彰式は行わない。 

       

６．申し込み 

  資 格 金沢市民であること。 

制 限 １人２種目以内とする。 

参加料 無料とする。 

  方 法 所定の「申込用紙」に必要事項を記入して申し込む。 

  申込単位 小学生 所属スイミングクラブ、個人 …(申し込み責任者の引率が必要) 

       中学生 所属スイミングクラブ、個人 …(申し込み責任者の引率が必要) 

       一般  団体、個人 

  締切日 ５月３０日（日）必着  

 

  申込先 〒９２０－０８４６ 金沢市昌永町２－２６ 

      金沢市水泳協会 理事長  渡邊 孝  宛 

いいね金澤水泳部ホームページ http://iinekanazawa-suieibu.net/ 

ホームページでは、申し込み様式のダウンロードができます。 

  

＜コロナウイルスの感染防止にご協力下さい＞ 

・入場可能者  午前中：小中学生出場者・引率者、 午後：一般の部出場者・引率者 

 （引率をしない送迎のみの保護者の入場はご遠慮ください） 

・会場内では、泳ぐとき以外はマスク着用をお願いします 

 （マスクを外した状態では、少なくとも１ｍ以上の距離をとり、会話を控える） 

・更衣室は着替えにのみ使用し、荷物は置かない 

http://iinekanazawa-suieibu.net/


 

７．連絡事項 

  ①本大会は、無観客で実施します。 また、当日の競技の様子の動画配信は行いません。 

  ②出場する選手及び申し込み責任者（引率者）は、別添の「健康チェック表」を記入して、大会当日に受

付に提出すること。 

  ③50m種目に出場する選手は、使い捨てマスクを出場する種目数分 用意すること。 

       （レース直前までマスクを着用し、スタート台付近のゴミ袋に廃棄してください。） 

④小学生・中学生には、申し込み責任者（引率者）が大会当日付き添うこと。 

⑤出場するレースが終了した選手は、速やかに退館をおねがいします。 

⑥コロナウイルス感染拡大などにより、大会を中止する場合は「いいね金澤水泳部ホームページ」で公表します。 
   
８．競技順序 

   注）( )内の時刻は目安で、参加者数や競技の進行状況により、前後します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33-37.一 般 女子  ５０ｍ自由形   (15:00) 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上) 

38-43.一 般 男子  ５０ｍ自由形 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上･70歳以上) 

44-48.一 般 女子  ５０ｍ背泳ぎ     (15:40) 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上) 

49-54.一 般 男子  ５０ｍ背泳ぎ 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上･70歳以上) 

55-59.一 般 女子  ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ     (16:05) 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上) 

60-65.一 般 男子  ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上･70歳以上) 

66-70.一 般 女子  ５０ｍ平泳ぎ     (16:35) 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上) 

71-76.一 般 男子  ５０ｍ平泳ぎ 

(15歳以上･30歳以上･40歳以上･50歳以上･60歳以上･70歳以上) 

     (競技終了予定  17:05) 

1.中学生 男子 １００ｍ自由形      (10:30) 

2.中学生 女子 １００ｍ自由形 

3.小学生 男子 １００ｍ自由形 

4.小学生 女子 １００ｍ自由形 

5.中学生 男子 １００ｍ背泳ぎ      (10:50) 

6.中学生 女子 １００ｍ背泳ぎ 

7.小学生 男子 １００ｍ背泳ぎ 

8.小学生 女子 １００ｍ背泳ぎ 

9.中学生 男子 １００ｍﾊ ﾀ゙ﾌﾗｲ      (11:05) 

10.中学生 女子 １００ｍﾊ゙ ﾀﾌﾗｲ 

11.小学生 男子 １００ｍﾊ゙ ﾀﾌﾗｲ 

12.小学生 女子 １００ｍﾊ゙ ﾀﾌﾗｲ 

13.中学生 男子 １００ｍ平泳ぎ     (11:20) 

14.中学生 女子 １００ｍ平泳ぎ 

15.小学生 男子 １００ｍ平泳ぎ 

16.小学生 女子 １００ｍ平泳ぎ 

17.中学生 男子 ５０ｍ自由形       (11:40) 

18.中学生 女子 ５０ｍ自由形 

19.小学生 男子 ５０ｍ自由形 

20.小学生 女子 ５０ｍ自由形 

21.中学生 男子 ５０ｍ背泳ぎ       (12:05) 

22.中学生 女子 ５０ｍ背泳ぎ 

23.小学生 男子 ５０ｍ背泳ぎ 

24.小学生 女子 ５０ｍ背泳ぎ 

25.中学生 男子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ       (12:20) 

26.中学生 女子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

27.小学生 男子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

28.小学生 女子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

29.中学生 男子 ５０ｍ平泳ぎ       (12:35) 

30.中学生 女子 ５０ｍ平泳ぎ 

31.小学生 男子 ５０ｍ平泳ぎ 

32.小学生 女子 ５０ｍ平泳ぎ 

     (競技終了予定  12:50) 



９.個人情報の取り扱いについて 

本大会の申し込み時に提出された個人情報は、本大会の運営、および結果の公表に使用させていた

だきます。 

 

１０.その他 

 競技中に発生した傷害等については、主催者（主管を含む）において応急処置を行いますが、以後の責任は負い

ません。尚、金沢市体育協会で傷害保険に一括加入しています。 

 会場内では、「泳ぐとき以外はマスク着用（50m種目では使い捨てマスクを使用し、泳ぐ直前に捨てる。）。」「荷物はプ

ールサイド等に置く（更衣室に置かない。）。」「距離をとり、会話を控える。」等、感染防止対策にご協力ください。 

  



 

金沢市民スポーツ大会 水泳競技大会 申込書 ※締め切り 2021年 5月 30日必着 

 

申し込み方法 個人・団体（団体名：             ） 

申し込み責任者 
（よみがな） 

 

氏名 ： 

区分 性別 種目 距離 氏名 

学校 

・ 

校下 

学年 生年月日 備考 

(例)小学生 男子 自由形 100 金沢 水泳 夕日寺小 5 年 2010 年 6 月 27 日  

(例)中学生 女子 背泳ぎ 50 金沢 市民 鳴和中 2 年 2007 年 6 月 27 日  

(例)一般男子 

30 歳以上 
男子 バタフライ 50 金沢 大会 夕日寺 － 1985 年 6 月 27 日 

競技経験

なし 

         

         

         

         

         

         



連絡先 
電話： 
e-メール： 

 
区分：小学生・中学生 

 一般男子(70 歳以上･60 歳以上･50 歳以上･40 歳以上･30 歳以上･15 歳以上) 

 一般女子(60 歳以上･50 歳以上･40 歳以上･30 歳以上･15 歳以上) 

種目：自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

距離：小学生と中学生 50m・100m。 一般 50m。 
  



 
 


