
1111 ．．．．主主主主 催催催催 　東京スイミングセンター

2222 ．．．．期期期期 日日日日 　平成２８年１１月２１日(月) ～ ２４日(木)

3333 ．．．．会会会会 場場場場 　東京スイミングセンター　公認屋内５０mプール×９レーン

4444 .... 招招招招 待待待待 選選選選 手手手手 にににに つつつつ いいいい てててて 　①２０１６年（第３１回）オリンピック競技大会代表選手

　②２０１６年リオデジャネイロオリンピック・プレ大会代表選手

　③２０１６年夏季ジュニアオリンピックカップ最優秀選手・各年齢区分優秀選手

　　※対象選手には招待選手特典を記載した資料を後日郵送します。

5555 .... 競競競競 技技技技 種種種種 目目目目 男女共に同じ

本大会は、日本水泳連盟の意向により中学１年生・２年生を対象として、日本水泳連盟

インターナショナル・ナショナル選手標準記録突破対象大会に指定されています。

6666 ．．．．競競競競 技技技技 方方方方 法法法法   ① 競技は日本水泳連盟競技規則に則り行う。

  ② 全年齢にて予選競技を行い、予選結果により年令区分別で決勝競技を行います。

　③予選同着9位の場合、スイムオフを行います。（400ｍ種目については抽選とさせて頂きます。）

　　　また、補欠同着（同着10位、同着11位）の場合は、全て抽選とさせて頂きます。

  ④ 決勝で100分の1秒まで同タイムの時は同順位とし、次の順位を繰下げます。

  ⑤ 決勝進出者が棄権する場合は、必ずレース１時間前までに棄権料（1,000円）を添えて大会本部に

       ご連絡下さい。

　⑥ 大会参加者の安全確保及び、大会運営に支障をきたすと判断された場合、申込締切後

　  　競技方法・競技開始時間などを変更することがあります。

7777 .... 競競競競 技技技技 順順順順 序序序序   別紙「競技順序」をご参照下さい。

8888 ．．．．大大大大 会会会会 日日日日 程程程程

　　開場時刻、競技開始時刻、競技終了予定時刻は申込種目数により変更する場合がございます。

　　（後日ホームページにてタイムスケジュールを公開します。）

　　尚、本プールの使用は開場時刻より競技開始30分前までとします。競技終了後の練習はできません。

　　サブプール(25m×5レーン)は競技開始時刻30分前より競技終了時刻まで練習用として使用できます。

　　（パドル、フィン等の使用は出来ません。予めご了承下さい。）

第４８回  東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待公認記録会第４８回  東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待公認記録会第４８回  東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待公認記録会第４８回  東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待公認記録会
（ 日 本 水 泳 連 盟 公 認 ）

開       催       要       項開       催       要       項開       催       要       項開       催       要       項

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E F

(8歳以下) (9～10歳) (11～12歳) (13～14歳) (15～16歳) (17歳以上)

50ｍ 50ｍ･100ｍ・
200ｍ

背 泳 ぎ 50ｍ 50ｍ･100ｍ
平 泳 ぎ 50ｍ 50ｍ･100ｍ
バ タ フ ラ イ 50ｍ 50ｍ･100ｍ
個人メドレー 200ｍ 200ｍ

50ｍ・100ｍ・
200ｍ･400ｍ

50ｍ・100ｍ・200ｍ

自由形

50ｍ・100ｍ・200ｍ

200ｍ･400ｍ
50ｍ・100ｍ・200ｍ

大会前日大会前日大会前日大会前日 第１日目第１日目第１日目第１日目 第２日目第２日目第２日目第２日目 第３日目第３日目第３日目第３日目 第４日目第４日目第４日目第４日目

11月20日(日)11月20日(日)11月20日(日)11月20日(日) 11月21日(月)11月21日(月)11月21日(月)11月21日(月) 11月22日(火)11月22日(火)11月22日(火)11月22日(火) 11月23日(水・祝)11月23日(水・祝)11月23日(水・祝)11月23日(水・祝) 11月24日(木)11月24日(木)11月24日(木)11月24日(木)

開場時刻予定開場時刻予定開場時刻予定開場時刻予定

競技開始予定競技開始予定競技開始予定競技開始予定

競技終了予定競技終了予定競技終了予定競技終了予定 17:3017:3017:3017:30

４００ｍ自由形４００ｍ自由形４００ｍ自由形４００ｍ自由形 ２００ｍ自由形２００ｍ自由形２００ｍ自由形２００ｍ自由形 ２００ｍ背泳ぎ２００ｍ背泳ぎ２００ｍ背泳ぎ２００ｍ背泳ぎ ５０ｍバタフライ５０ｍバタフライ５０ｍバタフライ５０ｍバタフライ

１００ｍ背泳ぎ１００ｍ背泳ぎ１００ｍ背泳ぎ１００ｍ背泳ぎ ２００ｍ平泳ぎ２００ｍ平泳ぎ２００ｍ平泳ぎ２００ｍ平泳ぎ ５０ｍ自由形５０ｍ自由形５０ｍ自由形５０ｍ自由形 ４００ｍ個人メドレー４００ｍ個人メドレー４００ｍ個人メドレー４００ｍ個人メドレー

１００ｍバタフライ１００ｍバタフライ１００ｍバタフライ１００ｍバタフライ ２００ｍ個人メドレー２００ｍ個人メドレー２００ｍ個人メドレー２００ｍ個人メドレー ２００ｍバタフライ２００ｍバタフライ２００ｍバタフライ２００ｍバタフライ ５０ｍ背泳ぎ５０ｍ背泳ぎ５０ｍ背泳ぎ５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ自由形１００ｍ自由形１００ｍ自由形１００ｍ自由形 ５０ｍ平泳ぎ５０ｍ平泳ぎ５０ｍ平泳ぎ５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ１００ｍ平泳ぎ１００ｍ平泳ぎ１００ｍ平泳ぎ

競技順序競技順序競技順序競技順序

前日練習時間前日練習時間前日練習時間前日練習時間
13:30～18:0013:30～18:0013:30～18:0013:30～18:00

6:306:306:306:30

8:308:308:308:30

19:0019:0019:0019:00



9999 ．．．．申申申申 込込込込 規規規規 定定定定 （１）申込資格

 　① ２０１6年度日本水泳連盟競技者登録が完了している者

　② 下記の参加標準記録を突破している者（長水路・短水路は問わず）

① 参加標準記録を昨年度より変更しました。標準記録の厳守をお願いします。① 参加標準記録を昨年度より変更しました。標準記録の厳守をお願いします。① 参加標準記録を昨年度より変更しました。標準記録の厳守をお願いします。① 参加標準記録を昨年度より変更しました。標準記録の厳守をお願いします。

　　著しく標準記録を突破していないチームは、今後出場をお断りする場合があります。　　著しく標準記録を突破していないチームは、今後出場をお断りする場合があります。　　著しく標準記録を突破していないチームは、今後出場をお断りする場合があります。　　著しく標準記録を突破していないチームは、今後出場をお断りする場合があります。

② 例年、E（15～16歳）、F（17歳以上）区分の標準記録突破率が非常に低いため（東京スイミングセンター② 例年、E（15～16歳）、F（17歳以上）区分の標準記録突破率が非常に低いため（東京スイミングセンター② 例年、E（15～16歳）、F（17歳以上）区分の標準記録突破率が非常に低いため（東京スイミングセンター② 例年、E（15～16歳）、F（17歳以上）区分の標準記録突破率が非常に低いため（東京スイミングセンター

　　ホームページ招待記録会「昨年度実績結果」をご参照下さい）E、F区分に出場する選手は出場する種目の　　ホームページ招待記録会「昨年度実績結果」をご参照下さい）E、F区分に出場する選手は出場する種目の　　ホームページ招待記録会「昨年度実績結果」をご参照下さい）E、F区分に出場する選手は出場する種目の　　ホームページ招待記録会「昨年度実績結果」をご参照下さい）E、F区分に出場する選手は出場する種目の

　　上記標準記録を突破している公認記録会の証明書（スイムレコード記録等）を下記メールアドレスにファイルを　　上記標準記録を突破している公認記録会の証明書（スイムレコード記録等）を下記メールアドレスにファイルを　　上記標準記録を突破している公認記録会の証明書（スイムレコード記録等）を下記メールアドレスにファイルを　　上記標準記録を突破している公認記録会の証明書（スイムレコード記録等）を下記メールアドレスにファイルを

　　添付し、送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着）　　添付し、送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着）　　添付し、送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着）　　添付し、送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着）

　　　※ 証明書の提出がない場合は、出場をお断りします。　　　※ 証明書の提出がない場合は、出場をお断りします。　　　※ 証明書の提出がない場合は、出場をお断りします。　　　※ 証明書の提出がない場合は、出場をお断りします。

　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com

（２）制限事項

　① 1名６種目以内とする。（ただし、招待選手は無制限）

　② 年令区分は下記の通りとし、本大会第１日目(11月21日)の満年令によって決定する。

　　Ａグループ(８歳以下) ※Ａ･Ｂグループは日本水泳連盟の通達により関東地区※Ａ･Ｂグループは日本水泳連盟の通達により関東地区※Ａ･Ｂグループは日本水泳連盟の通達により関東地区※Ａ･Ｂグループは日本水泳連盟の通達により関東地区

　　Ｂグループ(９～10歳) 　(東京･神奈川･埼玉･千葉･茨城･群馬･栃木･山梨)の選手に限られます。　(東京･神奈川･埼玉･千葉･茨城･群馬･栃木･山梨)の選手に限られます。　(東京･神奈川･埼玉･千葉･茨城･群馬･栃木･山梨)の選手に限られます。　(東京･神奈川･埼玉･千葉･茨城･群馬･栃木･山梨)の選手に限られます。

　　Ｃグループ(11～12歳)

　　Ｄグループ(13～14歳)

　　Ｅグループ(15～16歳)

　　Ｆグループ(17歳以上)

　③ 大学生以上は１種目に対して１所属５名までとする。（招待選手は除く）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E F
(8歳以下) (9歳) (10歳) (11歳) (12歳) (13歳) (14歳) (15～16歳) (17歳以上)

50m :42.9 :35.4 :33.4 :29.3 :27.6 :26.2 :25.5 :24.5 :24.0
100m ※ 1:16.0 1:11.8 1:06.9 1:03.0 1:00.7 :57.2 :54.0 :53.0
200m ※ 2:40.0 2:31.6 2:23.3 2:14.6 2:07.7 2:00.2 1:58.0 1:54.0
400m ※ ※ ※ 4:49.7 4:32.2 4:23.6 4:10.3 4:08.0 4:04.0
50m :48.9 :39.9 :37.9 :34.5 :32.4 :31.9 :30.0 :29.0 :28.5
100m ※ 1:27.8 1:23.8 1:17.2 1:12.7 1:09.0 1:04.9 1:04.0 1:03.0
200m ※ ※ ※ 2:44.9 2:35.0 2:25.3 2:16.6 2:13.0 2:11.0
50m :51.9 :44.4 :42.4 :37.5 :35.4 :35.0 :32.9 :31.0 :30.5
100m ※ 1:36.8 1:32.8 1:24.4 1:19.5 1:16.2 1:11.7 1:10.0 1:09.0
200m ※ ※ ※ 2:59.3 2:48.6 2:39.8 2:30.2 2:27.0 2:25.0
50m :47.9 :38.9 :36.4 :32.4 :30.5 :29.8 :28.1 :26.0 :25.7
100m ※ 1:25.8 1:20.8 1:16.2 1:11.7 1:05.9 1:02.0 1:01.0 1:00.0
200m ※ ※ ※ 2:44.9 2:35.0 2:21.2 2:12.7 2:09.0 2:07.0
200m 3:59.9 3:09.9 2:59.9 2:42.7 2:33.2 2:20.0 2:11.9 2:09.0 2:05.0
400m ※ ※ ※ 5:35.7 5:16.2 5:05.9 4:48.0 4:45.0 4:41.0

　　　　　　　　　区分
種目

男女共通 男子

自 由 形

背 泳 ぎ

平 泳 ぎ

バタフライ

個 人
メ ド レ ー

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E F
(8歳以下) (9歳) (10歳) (11歳) (12歳) (13歳) (14歳) (15～16歳) (17歳以上)

50m :42.9 :35.4 :33.4 :30.3 :29.5 :28.8 :28.0 :27.5 :27.0
100m ※ 1:16.0 1:11.8 1:09.0 1:07.0 1:03.8 1:02.0 1:01.0 1:00.0
200m ※ 2:40.0 2:31.6 2:28.4 2:19.5 2:15.9 2:12.0 2:10.0 2:08.0
400m ※ ※ ※ 4:56.9 4:44.0 4:40.1 4:32.0 4:28.0 4:24.0
50m :48.9 :39.9 :37.9 :35.5 :34.5 :33.9 :33.0 :32.5 :32.0
100m ※ 1:27.8 1:23.8 1:19.3 1:14.6 1:14.1 1:12.0 1:11.0 1:10.0
200m ※ ※ ※ 2:48.0 2:37.9 2:33.6 2:29.0 2:27.0 2:25.0
50m :51.9 :44.4 :42.4 :39.6 :38.5 :38.1 :37.0 :36.5 :36.0
100m ※ 1:36.8 1:32.8 1:27.5 1:25.0 1:23.4 1:21.0 1:20.0 1:19.0
200m ※ ※ ※ 3:04.5 2:53.4 2:51.1 2:46.0 2:44.0 2:42.0
50m :47.9 :38.9 :36.4 :33.4 :32.5 :31.9 :31.0 :30.5 :30.0
100m ※ 1:25.8 1:20.8 1:19.3 1:14.6 1:11.0 1:09.0 1:08.0 1:07.0
200m ※ ※ ※ 2:49.0 2:38.9 2:31.5 2:27.0 2:25.0 2:23.0
200m 3:59.9 3:09.9 2:59.9 2:42.7 2:33.2 2:28.3 2:24.0 2:22.0 2:20.0
400m ※ ※ ※ 5:44.0 5:23.9 5:19.3 5:10.0 5:06.0 5:02.0

男女共通 女子

個 人
メ ド レ ー

自 由 形

背 泳 ぎ

平 泳 ぎ

バタフライ

　　　　　　　　　区分
種目



（３）申込方法

　① インターネット上のＷＥＢスミスを用いてお申込下さい。　① インターネット上のＷＥＢスミスを用いてお申込下さい。　① インターネット上のＷＥＢスミスを用いてお申込下さい。　① インターネット上のＷＥＢスミスを用いてお申込下さい。

　　９月２４日（土）～１０月１１日(火)２３：５９までにWEBでの申込及び、　　９月２４日（土）～１０月１１日(火)２３：５９までにWEBでの申込及び、　　９月２４日（土）～１０月１１日(火)２３：５９までにWEBでの申込及び、　　９月２４日（土）～１０月１１日(火)２３：５９までにWEBでの申込及び、

　　団体申込書の送信（郵送可１０月１１日(火)必着）を完了して下さい。　　団体申込書の送信（郵送可１０月１１日(火)必着）を完了して下さい。　　団体申込書の送信（郵送可１０月１１日(火)必着）を完了して下さい。　　団体申込書の送信（郵送可１０月１１日(火)必着）を完了して下さい。
　　WEBスミスのログイン方法　　WEBスミスのログイン方法　　WEBスミスのログイン方法　　WEBスミスのログイン方法

https://www.japan-swimming.jp/https://www.japan-swimming.jp/https://www.japan-swimming.jp/https://www.japan-swimming.jp/

各所属番号各所属番号各所属番号各所属番号

０ ０ ０ ０　（初期設定はゼロになっています）０ ０ ０ ０　（初期設定はゼロになっています）０ ０ ０ ０　（初期設定はゼロになっています）０ ０ ０ ０　（初期設定はゼロになっています）

　② 団体申込書の提出　② 団体申込書の提出　② 団体申込書の提出　② 団体申込書の提出

　　東京SCホームページ上より団体申込書をダウンロードし、必要事項を入力の上　　東京SCホームページ上より団体申込書をダウンロードし、必要事項を入力の上　　東京SCホームページ上より団体申込書をダウンロードし、必要事項を入力の上　　東京SCホームページ上より団体申込書をダウンロードし、必要事項を入力の上

 　 下記メールアドレスまで団体申込書ファイルを添付し送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着） 　 下記メールアドレスまで団体申込書ファイルを添付し送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着） 　 下記メールアドレスまで団体申込書ファイルを添付し送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着） 　 下記メールアドレスまで団体申込書ファイルを添付し送信して下さい。（郵送可・10月11日（火）必着）

　  ※ＷＥＢエントリー、団体申込書の送信が期限内に行われない場合エントリーをお断りします。　  ※ＷＥＢエントリー、団体申込書の送信が期限内に行われない場合エントリーをお断りします。　  ※ＷＥＢエントリー、団体申込書の送信が期限内に行われない場合エントリーをお断りします。　  ※ＷＥＢエントリー、団体申込書の送信が期限内に行われない場合エントリーをお断りします。

　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com　　メール送信先　：　tsc-invitation@tokyo-sc.com

（４）申込金

　　クラブ参加費：３,５００円、個人種目：１種目１,２００円（招待選手は個人種目料不要）

　　参加費の申込は締切後エントリーの確認が終了してから東京ＳＣより請求書をお送りします。

　　　（エントリーの確定は１0月25日（火）予定です。）

　　請求書を受け取りましたら、１１月１８日(金)までに振込みを完了して下さい。

10101010 ．．．．事事事事 前前前前 エエエエ ンンンン トトトト リリリリーーーー 公公公公開開開開 　    今大会のエントリー状況は１０月２１日（金）～１０月２４日（月）１０月２１日（金）～１０月２４日（月）１０月２１日（金）～１０月２４日（月）１０月２１日（金）～１０月２４日（月）に、

　　　スイムレコードどっとこむのホームページにて確認できます。　　　スイムレコードどっとこむのホームページにて確認できます。　　　スイムレコードどっとこむのホームページにて確認できます。　　　スイムレコードどっとこむのホームページにて確認できます。

　　http://www.swim-record.com/　　http://www.swim-record.com/　　http://www.swim-record.com/　　http://www.swim-record.com/
　　　上記リンク先よりエントリーを確認して下さい。　　　上記リンク先よりエントリーを確認して下さい。　　　上記リンク先よりエントリーを確認して下さい。　　　上記リンク先よりエントリーを確認して下さい。

　　　　　　　　　　　　訂正受付締切　　１０月２４日（月）訂正受付締切　　１０月２４日（月）訂正受付締切　　１０月２４日（月）訂正受付締切　　１０月２４日（月）
　　　尚、申込時の明らかな訂正のみを受付し、当日の訂正は受付けませんのでご注意下さい。

　　　[注意]　申込状況を確認せず、大会当日に訂正等を申し出るクラブがあります。

　　　　　  　  大会当日の訂正は一切お受け出来ませんので予めご了承下さい。

11111111 ．．．．撮撮撮撮 影影影影 許許許許 可可可可 証証証証 　　撮影許可証は事前申込制とさせて頂きます。申込は原則各クラブ単位でお申込下さい。

　　許可証の発行には、１枚につき３００円の手数料が必要です（４日間有効）

　　WEBエントリー時及び、団体申込書の所定の覧に必要数を入力の上お申込下さい。

　　撮影許可証の手数料はエントリー確認終了後、東京ＳＣより請求書をお送りします。

　　申込まれた撮影許可証は、大会前日よりフロント受付にてお渡しします。

　　当日の受付は一切お受けできませんので予めご了承下さい。

12121212 ．．．．表表表表 彰彰彰彰 　① 個人種目は上位３名までメダルを、４位～６位までは賞状を授与します。

　　　（レース終了後、フロントにてお渡しします）

　② 優秀選手については、年令区分別、男女別に優秀な成績をあげた選手を表彰します。

　　　（最終日の表彰に出席できない者は除外します）

13131313 ．．．．優優優優 秀秀秀秀 選選選選 手手手手 のののの 特特特特 典典典典 　　一般選手で年令別優秀選手に選ばれた選手の交通費・宿泊費・種目料を下記の通り東京ＳＣが負担します。

　① 交通費については、実費を東京ＳＣが負担します。

　② 宿泊については東京ＳＣが定めた料金で精算させて頂きます。(実質宿泊日数)

　③ 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(千葉市まで)は旅費・宿泊費にかえて交通費１人１０,０００円を支給します｡

　④ お支払い頂いた種目料は全額返金させて頂きます。

14141414 ．．．．場場場場 所所所所 取取取取 りりりり 入入入入 場場場場     各チーム代表者１名で入場して頂きます。

    ※混雑緩和の為、入場順番・場所取りエリアを指定させて頂く場合がございます。

　　　詳細は後日追加要項にてご案内します。

　○　ユーザーＩＤ　○　ユーザーＩＤ　○　ユーザーＩＤ　○　ユーザーＩＤ

　　　　上記アドレスをブラウザに入力し、ＷＥＢスミスのサイトに移動する　　　　上記アドレスをブラウザに入力し、ＷＥＢスミスのサイトに移動する　　　　上記アドレスをブラウザに入力し、ＷＥＢスミスのサイトに移動する　　　　上記アドレスをブラウザに入力し、ＷＥＢスミスのサイトに移動する

　○　パスワード　○　パスワード　○　パスワード　○　パスワード

　　　　『ユーザーＩＤ』 『パスワード』を入力してログインする　　　　『ユーザーＩＤ』 『パスワード』を入力してログインする　　　　『ユーザーＩＤ』 『パスワード』を入力してログインする　　　　『ユーザーＩＤ』 『パスワード』を入力してログインする

　○　アドレス　　　　○　アドレス　　　　○　アドレス　　　　○　アドレス　　　

[注意]WEBエントリーはシステムの都合上、使用できない時もありますのでお早めにエントリーを
　　　　完了させられることをお勧めします。
　　　　WEBスミスのログイン等に関する質問は、WEBスミスのログイン等に関する質問は、WEBスミスのログイン等に関する質問は、WEBスミスのログイン等に関する質問は、加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体もしくはもしくはもしくはもしくは日本水泳連盟日本水泳連盟日本水泳連盟日本水泳連盟にお問合せ下さい。にお問合せ下さい。にお問合せ下さい。にお問合せ下さい。



15151515 ．．．．そそそそ のののの 他他他他

  ② 本大会における学校の公欠等への対応は各クラブでご対応下さい。

  ③ 監督者会議は行いません。

　④ 追加要項は決定後、東京スイミングセンターホームページにて公開します。 

　⑤ プログラム（1部 １，６００円）は事前申込制とさせて頂きます、WEB及び団体申込書にてお申込下さい。

　　　当日販売分は1日ごとのプログラム（1部 ６００円）とさせて頂きます。予めご了承下さい。

  ⑥ 駐車場は使用できません。（選手控え場所としてテントを設営します）

　　　お車でのご来場はお控え頂き、公共の交通機関をご使用下さい。

　　　※ 大会期間中、隣接しています温泉施設のシャトルバスはご利用頂けません。

  ⑦一般道路、私道への駐車は地元住民、地元企業の方々に大変ご迷惑をお掛けしており所轄警察より

　  　再三にわたり厳重なる警告を受けております。保護者の方へのご注意、ご指導お願いします。

  ⑧ 大会期間中のけが等につきましては、当プールで応急処置はしますが、それ以外は

　  　各クラブの責任において行って下さい。

16161616 .... アアアア クククク セセセセ スススス

　　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局　　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局　　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局　　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局
 　　 〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１ 　　 〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１ 　　 〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１ 　　 〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１

17171717 .... おおおお 問問問問 合合合合 せせせせ 先先先先 　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局　東京スイミングセンター招待公認記録会事務局

 　　〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１ 　　〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１ 　　〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１ 　　〒１７０－０００３  東京都豊島区駒込５－４－２１

 　　℡０３－３９１５－１０１２ 　Fax０３－３５７６－２２７１　(お問合せ久我・服部・七呂まで) 　　℡０３－３９１５－１０１２ 　Fax０３－３５７６－２２７１　(お問合せ久我・服部・七呂まで) 　　℡０３－３９１５－１０１２ 　Fax０３－３５７６－２２７１　(お問合せ久我・服部・七呂まで) 　　℡０３－３９１５－１０１２ 　Fax０３－３５７６－２２７１　(お問合せ久我・服部・七呂まで)
 　 ≪WEBスミスのログイン等に関する質問は、加盟団体もしくは日本水泳連盟にお問合せ下さい≫

■ 詳しくは当センターホームページをご確認下さい。　http://www.tokyo-sc.com/

 　　 　　 　　 　　水深は入水地点で１３５ｃｍ～１４０ｃｍになります。水深は入水地点で１３５ｃｍ～１４０ｃｍになります。水深は入水地点で１３５ｃｍ～１４０ｃｍになります。水深は入水地点で１３５ｃｍ～１４０ｃｍになります。

　①　①　①　①本競技会ではバックプレート付のスタート台を設置します。本競技会ではバックプレート付のスタート台を設置します。本競技会ではバックプレート付のスタート台を設置します。本競技会ではバックプレート付のスタート台を設置します。

 　　 　　 　　 　　W-UP時は全て公式スタート練習とします。W-UP時は全て公式スタート練習とします。W-UP時は全て公式スタート練習とします。W-UP時は全て公式スタート練習とします。

 　　 　　 　　 　　また、スタート練習には必ずコーチが付き添う事を使用の条件とします。また、スタート練習には必ずコーチが付き添う事を使用の条件とします。また、スタート練習には必ずコーチが付き添う事を使用の条件とします。また、スタート練習には必ずコーチが付き添う事を使用の条件とします。

 　　 　　 　　 　　選手単独での使用は出来ません。ご理解ご協力の程宜しく御願い申し上げます。選手単独での使用は出来ません。ご理解ご協力の程宜しく御願い申し上げます。選手単独での使用は出来ません。ご理解ご協力の程宜しく御願い申し上げます。選手単独での使用は出来ません。ご理解ご協力の程宜しく御願い申し上げます。

◆ JR山手線「巣鴨」・「駒込」駅
◆ 都営地下鉄三田線「巣鴨」駅
◆ 東京メトロ南北線「駒込」駅
　　 上記各駅より徒歩10分


