
 

  

第７６回都民体育大会（区市町村対抗）夏季大会水泳競技会【正式競技】 

実 施 要 項 

 

１ 主  催 （公財）東京都体育協会・東京都 

２ 主  管 （公財）東京都水泳協会 

３ 日  時  令和４年７月１８日（月・祝）競技開始１１時００分～ 

       開場時間は午前９時３０分（スタンド側入り口） 

ﾌﾟｰﾙの練習は午前１０時３０分までとする。練習時間中に公式ｽﾀｰﾄ練習を行う。 

４ 会  場  東京辰巳国際水泳場（メインプール） 

５ 競技種目 
                一般男子 30歳以上男子 女子 
        自 由 形  50ｍ 100ｍ 50ｍ 100ｍ 50ｍ 100ｍ 
        背 泳 ぎ 100ｍ  50ｍ  50ｍ 
        平 泳 ぎ 100ｍ  50ｍ  100ｍ 
        バ タ フ ラ イ 100ｍ  50ｍ  50ｍ 
        個人メドレー 200ｍ  ―  200ｍ 
        フリーリレー 4×50ｍ  ―  4×50ｍ 
        メドレーリレー 4×50ｍ  ―  4×50ｍ 

６ 競技順序（◎30歳以上男子） 

 １ 女子  １００ｍ 自由形     予選 
 ２ 男子  １００ｍ 自由形     予選 ◎ 
 ３ 男子  １００ｍ 自由形     予選 
 ４ 男子   ５０ｍ 平泳ぎ     予選 ◎ 
 ５ 女子  １００ｍ 平泳ぎ     予選  
 ６ 男子  １００ｍ 平泳ぎ     予選 
 ７ 女子   ５０ｍ バタフライ   予選  
 ８ 男子   ５０ｍ バタフライ   予選 ◎ 
 ９ 男子  １００ｍ バタフライ   予選  
１０ 女子  ２００ｍ 個人メドレー  予選 
１１ 男子  ２００ｍ 個人メドレー  予選  
１２ 女子   ５０ｍ 背泳ぎ     予選  
１３ 男子   ５０ｍ 背泳ぎ     予選 ◎ 
１４ 男子  １００ｍ 背泳ぎ     予選 
１５ 女子   ５０ｍ 自由形     予選  
１６ 男子   ５０ｍ 自由形     予選 ◎ 
１７ 男子   ５０ｍ 自由形     予選 
１８ 女子  ４×５０ｍフリーリレー タイム決勝 
１９ 男子  ４×５０ｍフリーリレー タイム決勝  

２０ 女子  １００ｍ 自由形      決勝  
２１ 男子  １００ｍ 自由形      決勝 ◎ 
２２ 男子  １００ｍ 自由形      決勝  
２３ 男子   ５０ｍ 平泳ぎ      決勝 ◎ 
２４ 女子  １００ｍ 平泳ぎ      決勝   
２５ 男子  １００ｍ 平泳ぎ      決勝  
２６ 女子   ５０ｍ バタフライ    決勝  
２７ 男子   ５０ｍ バタフライ    決勝 ◎ 
２８ 男子  １００ｍ バタフライ    決勝  
２９ 女子  ２００ｍ 個人メドレー  決勝  
３０ 男子  ２００ｍ 個人メドレー  決勝 
３１ 女子   ５０ｍ 背泳ぎ       決勝  
３２ 男子   ５０ｍ 背泳ぎ       決勝 ◎ 
３３ 男子  １００ｍ 背泳ぎ       決勝 
３４ 女子   ５０ｍ 自由形       決勝  
３５ 男子   ５０ｍ 自由形       決勝 ◎ 
３６ 男子   ５０ｍ 自由形       決勝 
３７ 女子   ４×５０ｍメドレーリレー タイム決勝 
３８ 男子   ４×５０ｍメドレーリレー タイム決勝 

７ プール設定   

長水路８レーン 

８ 競技方法 

（１） 競技は、（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により、種目別、男女別に行う。 

（２） 競技は、区市町村対抗とする。 

（３） 男女それぞれの合計得点により、各区市町村の総合順位を決定する。 

９ 表 彰 

（１） 男女それぞれの総合第１位の区市町村に優勝旗（持回り）を授与する。 

（２） 男女それぞれの総合第３位までの区市町村に表彰状を授与する。 

（３） 各種目第３位までの者に賞状とメダルを授与する。 

10 申込規定 

（１）参加資格 

① 競技選手は、東京都民（東京都内在住（=住民票を有する）者）とする。ただし、 

監督・役員等は除く。 

② 競技選手は、区市町村を代表するもので、次のア、イのいずれかの資格を有する者

とする。 

ア 当該区市町村に令和４年７月１日以前より在住し、地区教育委員会並びに地区

体育協会が認めた者 

イ 当該区市町村に在勤し、区市町村の体育協会に加盟する競技団体の登録者（令

和４年７月１日までに登録した者） 

 



 

  

③ 小学生・中学生・高校生及び学生スポーツ関係団体に登録している大学生は、参加

できない。 

④ 健康診断を受け、健康であることを証明された者。 

⑤ 年齢基準は、令和４年７月１日現在とする。 

（２） 制限事項 

① 各区市町村単位とし、１種目２名以内・１名２種目以内とする。（ただし、リレー

種目を除く） 

② フリーリレー及びメドレーリレーは、各区市町村１チームとする。 

③ 申込後の選手変更は認めない。 

11 申込期限及び方法 

（１） 申込期限 

令和４年６月２日（木）必着 

（２） 申込方法 

各区市町村は所定の用紙により、区市町村長、区市町村教育委員会教育長又は地区

体育・スポーツ協会の会長等のいずれかの署名をもって２通作成（１通はコピー）

し、下記あて申し込む（正規の申込み書類以外のものは受理しない）。なお、ご提

供いただきます住所・氏名等の個人情報は、本件の目的以外には一切使用しません。 

【参加申込書送付先】 

〒160-0013新宿区霞が丘町４－２Japan Sport Olympic Square１０階 

  （公財）東京都体育協会 都民体育大会本部 

TEL:03-6804-8122    FAX:03-6804-8244 

 

12 参加費  

１名につき５００円（種目数は問わない）※監督が選手と重複する場合は１名分とする。 

各地区は、選手団の参加費（選手・監督の人数×５００円）をまとめて、下記口座

に振り込む。（振込期間は、参加人数確定の際に、別途、通知いたします。） 

（なお、振り込み手数料は申込地区が負担すること。） 

みずほ銀行 渋谷支店（普通）２９８２５１３ 

公益財団法人東京都体育協会 

ザイ）トウキヨウトタイイクキョウカイ 

13 得点及び総合順位決定方法 

   男女それぞれの合計得点により、各区市町村の総合順位を決定する。各種目の得点

は、下表のとおり。（同タイムによる同着の場合は、該当する得点の平均得点とする） 

   

順 位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

得 点 １２点 ９点 ８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 

  なお、総合得点が同点の場合は、次の順序で順位を決定する。 

① リレー得点の多少による。 

② 入賞者数の多少による。（リレーの入賞者数は４として計算する） 

③ １位入賞者数の多少による。（以下、順次８位までの入賞者数による） 

 

   

tel:03-6804-8122

