
第９回ＦＲＩＥＮＤＬＹ
フ レ ン ド リ ー

水泳記録会実施要項

目  的   障がい者が積極的にスポーツ活動に参加することを大きな目標に掲げ、日頃の活動の成果

を試す。また、様々な障がい者スポーツの中でこの水泳記録会は健常者も参加することに

より、障がい者水泳の理解・啓発・交流を図る。

主  催   大分県障がい者水泳連盟

共  催   社会福祉法人 太陽の家

後  援（予定） 社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 、 大分県障がい者体育協会

   大分県障害者スポーツ指導者協議会

協  力（予定） 別府溝部学園高等学校 、大分あすなろスイミングクラブ、（株）Ｇｌｏｒｙ．２０１５

主  管   第９回ＦＲＩＥＮＤＬＹ水泳記録会実行委員会

日  時   平成２９年７月２３日（日）

開  場： ９時００分    ア ッ プ： ９時００分～９時４５分

  開 会 式：１０時００分   競技開始：１０時１５分

競技終了：１５時３０分予定 閉 会 式：競技終了後

場  所   社会福祉法人 太陽の家 サンスポーツセンタープール

〒８７４－００１１ 大分県別府市内竃１３９３番２  ☎：０９７７（６６）０２７７

競技種目   ２５ｍチャレンジ！レース（ビート板キック・浮き具も可）

２５ｍ（自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ）

５０ｍ（自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ）

１００ｍ・２００ｍ（自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ・個人メドレー）

４００ｍ（自由形・個人メドレー）

８００ｍ・１５００ｍ（自由形）

※本記録会はストップウォッチでの、計時記録となります。

参加条件   障がい者（児）、健常者(児)

◎週１回以上の水泳練習を定期的に行っていること。

      ◎種目制限なし。ただし、２５ｍチャレンジ！レースの出場者は１種目のみ。

参 加 料    個 人 種目【障水連会員】１ 種 目 ５００円【一   般】１ 種 目 ８００円

リレー種目【登 録 団 体】１チーム１，０００円【一 般】１チーム１，６００円

とし、指定口座へ申込締切日まで振り込むこと。

申込者が大会当日棄権しても参加料は返金しない。また、大会運営において大会参加者の

安全が確保できない場合にやむを得ず中止した場合等も参加料を返金しない。

免責事項   大会中の事故等については、応急処置は致しますが各自で処置してください。

      参加者の健康管理は本人の責任とし、各自十分注意すること。

表  彰   全選手・チームに記録証と参加メダルを授与する。

そ の 他   昼食は各自で準備すること。

       個人情報の取り扱いについて 本大会エントリー時に受け付けた個人情報については以

下の目的に利用する。また、それ以外にも大分県障がい者水泳連盟で認められた必要な範

囲内のみで利用するので、趣旨を理解した上で申込する。

       ※プログラム・結果速報・ホームページ掲載（競技結果・写真）



申込方法   締切：平成２９年７月１日（土）必着

       所定の申込用紙に必要事項を記入後、下記の申込先に郵送またはＦＡＸしてください。

また、参加料の振込は団体・グループでまとめての振り込みも可能です。

振 込 先   【口座番号】 ゆうちょ銀行 記号１７２００ 番号７０９４３２１

      【口座名称】 大分県障がい者水泳連盟

申 込 先    〒８７０－０８５４ 大分県大分市羽屋７７９番地の１アーバン三重野１０５

株式会社Ｇｌｏｒｙ．２０１５内 大分県障がい者水泳連盟

第９回ＦＲＩＥＮＤＬＹ水泳記録会実行委員会（担当：野口）

問 合 せ   Ｅ－ｍａｉｌ：jimukyoku@oitaparaswim.org ※極力メールでお願いします。

              事務局：０９７－５７６－８２１５（グローリー内 平川）

競 技 順 序

（午   前）

１ 女子 1500ｍ  自由形

２ 男子 1500ｍ  自由形

３ 女子 800ｍ  自由形

４ 男子 800ｍ  自由形

５ 女子 400ｍ  個人メドレー

６ 男子 400ｍ  個人メドレー

７ 女子 200ｍ  自由形

８ 男子 200ｍ  自由形

９ 女子 200ｍ  平泳ぎ

１０ 男子 200ｍ  平泳ぎ

１１ 女子 200ｍ  バタフライ

１２ 男子 200ｍ  バタフライ

１３ 女子 200ｍ  背泳ぎ

１４ 男子 200ｍ  背泳ぎ

１５ 女子 400ｍ  自由形

１６ 男子 400ｍ  自由形

１７ 女子 100ｍ  自由形

１８ 男子 100ｍ  自由形

１９ 女子 100ｍ  平泳ぎ

２０ 男子 100ｍ  平泳ぎ

２１ 女子 100ｍ  バタフライ

２２ 男子 100ｍ  バタフライ

２３ 女子 100ｍ  背泳ぎ

２４ 男子 100ｍ  背泳ぎ

２５ 混合   25ｍ  ﾁｬﾚﾝｼﾞ!ﾚｰｽ

２６ 混合 100ｍ  ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

（午   後）

２７ 女子 200ｍ  個人メドレー

２８ 男子 200ｍ  個人メドレー

２９ 女子 50ｍ  自由形

３０ 男子 50ｍ  自由形

３１ 女子 50ｍ  平泳ぎ

３２ 男子 50ｍ  平泳ぎ

３３ 女子 50ｍ  バタフライ

３４ 男子 50ｍ  バタフライ

３５ 女子 50ｍ  背泳ぎ

３６ 男子 50ｍ  背泳ぎ

３７ 女子 100ｍ  個人メドレー

３８ 男子 100ｍ  個人メドレー

３９ 女子 25ｍ  自由形

４０ 男子 25ｍ  自由形

４１ 女子 25ｍ  平泳ぎ

４２ 男子 25ｍ  平泳ぎ

４３ 女子 25ｍ  バタフライ

４４ 男子 25ｍ  バタフライ

４５ 女子 25ｍ  背泳ぎ

４６ 男子 25ｍ  背泳ぎ

４７ 混合 100ｍ  リレー

※エントリー集計結果によって、一部変更になることがございます。予めご了承ください。


