第 5 回日本ろう者水泳選手権大会 in 横浜
第３回世界ろう者水泳選手権大会及び、第 7 回アジア太平洋ろう者水泳選手権大会選考会
【目

的】本大会は、全国の聴覚障害者が水泳を通じて体位の向上を図り、またお互いの交

流を深め、社会へ参加する意欲を大いに喚起するとともに、聴覚障害

者スポーツの振興を

図り、さらに広く市民にボランティアや応援の参加を呼びかけることによって聴覚障害者へ
の理解を深めることを目的とする。

期 日：２０１０年１０月３日（日）

会 場：障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール
主

催

日本ろう者水泳協会

主

管

第５回日本ろう者水泳選手権大会実行委員会
構成団体：日本ろう者水泳協会・神奈川県聴覚障害者福祉連盟

競技主管

神奈川県水泳連盟

後

神奈川県・財団法人神奈川県身体障害者福祉連合会・神奈川県障害者スポーツ振

援

興協議会・神奈川県社会福祉協議会・財団法人全日本ろうあ連盟・財団法人日
本水泳連盟・財団法人日本障害者スポーツ協会・日本身体障害者水泳連盟
協

賛

株式会社大塚製薬・株式会社クレーマージャパン

協

力

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール、社会福祉法人神奈川聴覚障害者

（予定）

総合福祉協会、神奈川県手話通訳問題研究会、横浜市手話通訳者協会

１.期

日

２０１０年１０月３日（日）

２.会

場

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
〒222-0035 横浜市港北区鳥山町1752
Tel045-475-2001 Fax045-475-2053

３.参加資格

1）聴覚障害者（身体障害者手帳１級～６級までの方）の健康な方で、定期的
に水泳練習をしている方。
2)高校生以下の参加者は、保護者の「同意書」を必要とする。

４.競

技

1)リレー種目のみ申込は、当日受け付けます。申込締切時間は受付にてご確
認ください。
2）100ｍフリーリレーのみ、少年・少女及びシニアの部分のみ参加できます。
3）自由形 800ｍと 1500ｍは下記の標準記録を突破している者が参加できます。
男子 1500ｍ･･･35 分

５.大会次第

1) 受付開始

9:30～

2) 練習時間

9:30～10:00

女子 800ｍ･･･25 分

※公式スタート練習は 9:45～10:00 の間に行います。
3) 開会式

10:10～

4) 競技開始

10:30～

5) 競技終了
6) 閉会式

15:00（予定）
15:00～15:30（予定）

６.競技順序
<1> 女子 200m メドレーリレー <17> 女子 50m 背泳ぎ
<33> 男子 25m 背泳ぎ
<2> 男子 200m メドレーリレー <18> 男子 50m 背泳ぎ
<34> 女子 25m バタフライ
<3> 女子 200m 個人メドレー
<19> 女子 50m バタフライ
<35> 男子 25m バタフライ
<4> 男子 200m 個人メドレー
<20> 男子 50m バタフライ
<36> 女子 400m 個人メドレー
<5> 女子 400m 自由形
<21> 女子 800m 自由形
<37> 男子 400m 個人メドレー
<6> 男子 400m 自由形
<22> 男子 1500m 自由形
<38> 女子 100m 自由形
<7> 女子 200m 平泳ぎ
<23> 混合 100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ<注 1> <39> 男子 100m 自由形
<8> 男子 200m 平泳ぎ
<24> 女子 200m 自由形
<40> 女子 100m 平泳ぎ
<9> 女子 200m 背泳ぎ
<25> 男子 200m 自由形
<41> 男子 100m 平泳ぎ
<10> 男子 200m 背泳ぎ
<26> 女子 100m 個人メドレー <42> 女子 100m 背泳ぎ
<11> 女子 200m バタフライ
<27> 男子 100m 個人メドレー <43> 男子 100m 背泳ぎ
<12> 男子 200m バタフライ
<28> 女子 25m 自由形
<44> 女子 100m バタフライ
<13> 女子 50m 自由形
<29> 男子 25m 自由形
<45> 男子 100m バタフライ
<14> 男子 50m 自由形
<30> 女子 25m 平泳ぎ
<46> 女子 200m フリーリレー
<15> 女子 50m 平泳ぎ
<31> 男子 25m 平泳ぎ
<47> 男子 200m フリーリレー
<16> 男子 50m 平泳ぎ
<32> 女子 25m 背泳ぎ
＜注 1＞ 少年・少女の部、シニアの部のみ。男女・少年・少女・シニア混合でも可能。
男女人数制限はなく男子だけでも女子だけでも可能。
年齢は暦年齢（2009 年 12 月 31 日現在の年齢）とする。
・少年・少女の部 ･････ 中学生まで
・一般の部 ･･･････････ 高校生～39 歳まで
・シニアの部 ･････････ 40 歳以上

７.競技方法
1) 財団法人日本水泳連盟競技規則に準拠し、すべて男女別タイムレース決勝とします。
2) 自由形 800Ｍ以上の場合はラスト 50Ｍの時合図板等で分かるように知らせます。
3) スタートは 1 回のみでフライングは失格となります。
4) スタート時出発合図員は全選手から見やすい位置で、ジェスチャーとピストル（フラ
ッシュ）併用して合図します。
5) 飛び込みができない者は、審判長の右腕の合図で水中に入り、手でス ターティング
グリップをつかんでください。
6) 自由形 800m と 1500m のレース中に標準記録を超えた時点で中断します。
※参考：男子 1500m…35 分､女子 800m…25 分
7) 平泳ぎは、スタート及びターン後の体が完全に水没している場合において、ドルフィ
ンキックはかき始めからかき終わりまでの間のみ１度だけ認められます。
8) 背泳ぎのスタート姿勢において、つま先が水面の上下であってもよろしいです。
８.種目制限

個人種目 1 名 3 種目までとする。（リレー種目は含みません）

９.表

各種目の１位にメダルならびに賞状を、2 位から 3 位には賞状を授与します。

彰

リレー種目は 1 位から 3 位に賞状を授与します。
10.申込規定

1)申込方法
別途「申込書」に必要事項を記載の上、必ず申込金の振込受領書のコピー
を参加申込書の裏に貼付して下記まで郵送してください。
第５回日本ろう者水泳選手権大会 小島 千佳 宛
〒464-0858

愛知県名古屋市千種区千種 3-31-15

申込金は下記の指定郵便局口座へ振り込んでください。
記

号 ： １２１００

通帳番号 ： ８５９０９８４１
名

義 ： 小島 千佳

2)申込金
◆大会登録料

１人につき････････５００円

（※２０１０年度日本ろう者水泳協会会員は登録料を免除します）
◆個人種目

１種目につき････１，０００円

（※リレー種目は無料とする）
◆お弁当（お茶付）１個につき････････７００円
（※お弁当申込金も郵便局振込でお願いします）
3)申込締切日

２０１０年８月３１日（火）消印有効

申込締切後の追加申込、変更は受け付けられませんのでご了承下さい。
また、大会不参加の場合でも申込金等の返金は致しません。

11.そ の 他
1)今回大会は、来年（2011）年に開催される第３回世界ろう者水泳選手権大会、第７回アジ
ア太平洋ろう者水泳選手権大会の選考会を兼ねて実施します。なお、この選考に選ばれ、上記
大会に出場される方は、全日本ろうあ連盟の会員となることが必要となりますのでご了承くだ
さい。選考会の審査は、日本ろう者水泳協会強化本部担当（豊田）が行います。
2)参加の健康管理は、本人の責任とし、各自充分注意してください。
3)本大会における事故等については応急処置のみとし、その他の責任は負いません。
4)選手の所属する企業広告の入った水着は認められません。もし着用されますと、失格にな
りますので注意してください。
5)本大会への申込書に記入して頂いた個人情報については、個人情報保護関係法令を遵守し、
本大会への参加調整事務のみ使用し、それ以外の目的には使用しません。また、不要にな
った個人情報書類は責任を持って破棄致します。
6)大会に関する問い合わせは下記に連絡してください。

第５回日本ろう者水泳選手権大会 田邊理恵子
E-Mail
ＦＡＸ

hello-rieko@auone.jp
０７４９－５２－２８２７（夜間）

