
第 38回 コナミオープン水泳競技大会 

 

１．主  催  コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会 / 公益財団法人 東京都水泳協会 

２．公  認  公益財団法人 日本水泳連盟 

３．主  管  公益財団法人 東京都水泳協会 

４．後  援  スポーツ庁(申請中)・東京都（予定）・一般財団法人 上月財団（予定） 

５．期  日 

前 日 ２月17日(金) 前日練習 14：30から18：30まで（メインプールのみ）(予定） 

１日目 ２月18日(土) 開場 ７：15 メインプール練習 ８：45まで 競技開始 ９：00(予定） 

２日目 ２月19日(日) 開場 ７：15 メインプール練習 ８：45まで 競技開始 ９：00(予定） 

６．会  場  東京辰巳国際水泳場  50ｍ× 予選 10レーン／決勝８レーン 

７．参加資格 

(1) ・（公財）日本水泳連盟競技者登録 2022年（令和４年）度完了者であること。 

・2022 年２月 19 日以降の公式競技会および公認競技会において、別紙標準記録を突破した種目に

限り申し込みができる。 

・招待選手は全ての種目に申し込みができる。 

(2) ・競技区分は、小学生、中学生、高校生、チャンピオンシップに分けて行う。 

ただし、出場における標準記録は年齢区分ごとの設定とする。 

なお、該当区分にない種目へ出場希望の場合、上位区分の標準記録を突破している場合に限り、

オープン参加での予選出場を認める。 

※ オープン参加種目があるチームは、団体申込書に記載すること。 

(3) ・リレー種目について、小学生・中学生・高校生区分は、リレーのみの参加要員を２名まで認める。 

(4) ・参加年齢は本大会第 1日の満年齢とする。 

８．競技種目 男女とも同じ。 

 小学生 中学生 高校生 チャンピオンシップ 

自 由 形 50・100・200ｍ 50・100・200・400ｍ 50・100・200・400ｍ 
50・100・200・400ｍ 

800ｍ(女)・1500ｍ(男) 

平 泳 ぎ 50・100ｍ 50・100・200ｍ 50・100・200ｍ 50・100・200ｍ 

背 泳 ぎ 50・100ｍ 50・100・200ｍ 50・100・200ｍ 50・100・200ｍ 

バ タ フ ラ イ 50・100ｍ 50・100・200ｍ 50・100・200ｍ 50・100・200ｍ 

個人メドレー 200ｍ 200・400ｍ 200・400ｍ 200・400ｍ 

フリーリレー 4×50ｍ 4×50ｍ 4×50ｍ 4×50ｍ 

メドレーリレー 4×50ｍ 4×50ｍ 4×50ｍ 4×50ｍ 

 

  ※競技順序別紙 

 

 

 



９．申込方法 

①Web-SWMSYSからエントリーを行う。（申込開始：10月 24日（月）11：00） 

②Web-SWMSYSに必要な情報を必ずインプットする。 

(A)申込制限  1 日 2種目まで（但し、リレー種目は除く） 

(B)参 加 費  個人種目：１種目 2,000円   リレー種目：１種目 3,000円 

(C)プログラム プログラムは事前予約１部 1,200円 当日 1,500円 

(D)申込締切  2023年 1月 15日(日) 

(E)申 込 金  お振込み先銀行名 ：三井住友銀行 なでしこ支店（支店番号９７１） 

口座番号：当座 １１８３９７７ 

口座名 ：コナミスポーツ㈱  ﾌﾘｶﾞﾅ : ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ(ｶ 

振込者名：登録番号５桁＋略称クラブ名 でとする。 （例/13549コナミニシカサイ） 

※ 領収証の発行を希望する場合、Web-SWMSYSで領収書発行を指定すること。 

（配布は大会当日） 

※ クラブ名が明確となるよう、振込者名に留意すること。 

※ 振込手数料は、参加クラブの負担とする。また、現金書留での申込は、受付 

ない 

(F)申込データ確認 2023年 1月 17日(火)～1月 20日(金)の期間、コナミオープン特設サイト 

（https://www.konamiopen.jp/）にてエントリー受付情報を確認することができる。 

   

訂正がある場合は、各クラブで Web-SWMSYS より印刷した控え用紙の『競技会申し込み（エントリー

ＴＩＭＥ）一覧の、余白に訂正箇所を明記の上、ＰＤＦファイル変換し、Ｅメール

（SwimmingTeam@konamisports.com） まで送信すること。（1月 20日締切） 

なお、当日の訂正は受け付けないので、情報開示期間内に確認すること。 

10．競技方法 

(1) 競技は公益財団法人日本水泳連盟競泳競技規則に則り実施する。 

(2) 予選競技は、各種目とも全区分混合で行う。 

(3) 予選競技の結果、上位８名により決勝を行う。 

(4) 決勝進出者を除く小学生、中学生、高校生の各上位８名で、学種別決勝を行う。 

尚、出場申し込み者が８名に達しない種目についても、学種別決勝を行う。 

(5) 800ｍ以上の競技については、タイムレース決勝とし、最終組の１組のみ決勝の時間に行う。 

(6) リレー種目は全て、タイムレース決勝とする。 

(7) 決勝・学種別決勝進出について、同記録で予定人数を超えた場合は、スイムオフを行う。 

(8) 決勝・学種別決勝進出者に棄権が出た場合は、次点上位者から順次出場権を与える。 

 

11．表  彰 

＜決勝＞ 

・決勝において各種目 1位から 3位まではメダルを授与する。 

また 1位から 8位までには賞状を授与する。 

・決勝終了後に表彰式を行う。 

＜学種別順位＞ 

・決勝、学種別決勝進出者の中から、小学生、中学生、高校生の各区分による順位を決定する。 
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・小学生、中学生、高校生が決勝進出した場合、決勝で学種別順位を決定し、学種別決勝ではそれ以下

の順位を決定する。 

・学種別順位 1位から 3位まではメダルを授与する。また 1位から 8位までには賞状を授与する。 

・学種別決勝終了後に表彰式を行う。 

＜優秀選手表彰＞ 

・競技の結果により、最優秀選手男女各 1名・学種別優秀選手男女各 1名を選考し表彰する。 

12．ＡＤカードの発行（選手・コーチ・チームスタッフ） 

(1) 参加選手人数分と引率者用１枚のＡＤカードを発行する。 

  監督・コーチを含むチームスタッフ用のＡＤカードは各団体１枚に加え、参加選手５名につき 1枚 

  発行できる。ただし、合計５枚を上限とし、追加発行はできない。 

(2) ＡＤカードはコナミオープン特設サイト（https://www.konamiopen.jp/）よりダウンロードするこ 

と。 

13．撮影許可証（選手・コーチ・チームスタッフ） 

(1) 会場でのビデオ・写真撮影は、上記ＡＤカード保持者に限る。 

(2) 当日の発行はできないので、注意すること。 

(3) 撮影場所は観覧席に限る。ＡＤカードは見える場所に携帯すること。 

(4) 赤外線フィルター・赤外線装置を使っての撮影を禁止する。なお、機材や映像の点検・確認を大会

関係者から求めることがある。 

(5) 撮影した映像等は泳法研究等への使用に限定し、インターネットへの公開等を堅く禁止する。 

※選手・コーチ・スタッフ以外の競技会観覧についての詳細は、後日コナミオープン特設サイトに 

て案内を行う。（https://www.konamiopen.jp/）   

14．招待選手 

① 第 19回世界水泳選手権大会水泳競技大会の競泳日本代表選手とする 

② 第８回世界ジュニア水泳選手権大会の競泳日本代表選手とする。 

※担当指導者についても招待する。招待選手の詳細は対象者に別途通知する。 

15．旅行申込（交通機関、宿泊、弁当の手配） 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿７-５-25 西新宿プライムスクエア 16F 

東武トップツアーズ株式会社 東京スポーツ営業部 コナミオープン旅行担当（下田・黒田・枝並） 

Ｅメール japanswim02@tobutoptours.co.jp TEL: 03-5348-2730 / FAX: 03-5348-2731 

営業時間：月～金曜日 ９：30～17：30（土日・祝日は休業）※年末年始休業日：12月 28日～１月５日 

申込開始時期（10 月 24日（月）11:00受付開始） 

 

 

 

＜宿泊・弁当・交通 募集要項＞ ＜宿泊・弁当・交通 申込書＞ 

  

https://www.tobutoptours.co.

jp/tour/3949/swim/yoko.pdf 

https://www.tobutoptours.co.

jp/tour/3949/swim/moshikomi.

xlsx 
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16.感染症対策 

  本大会では感染症対策を実施する。（詳細は追加要項で確認すること） 

(1) 大会参加にあたっては、（公財）東京都水泳協会の「水泳競技会における感染症拡大予防ガイドライ 

ン」および「競技会参加時の新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項および誓約事項」 

を熟読の上、厳守すること。 

  (2) 会場への入場は、入場時検温および指定健康管理表の提出を必須とする。 

17．そ の 他 

(1) 大会期間中のけが等について、応急処置をするが、それ以外は各クラブの責任において行うこと。 

(2) 監督者会議は行わない。 

18．連絡事項 

連絡事項は追加要項にてコナミオープン特設サイト（https://www.konamiopen.jp/）に掲載するので確

認すること。 

※2023年２月２日（木）公開予定 

19．問い合わせ先 

〒140-0002 東京都品川区東品川 4-10-1 

コナミスポーツ株式会社 

コナミオープン水泳競技大会事務局 担当：林・栗本・澁谷 

電話：03-6867-0860 FAX：03-5460-1785 平日 10:00-17:00 

Ｅメール （SwimmingTeam@konamisports.com） 

 

個人情報取り扱いについて 

・大会エントリーで提出された個人情報は、以下の使用目的以外には使用いたしません。 

・速報、ホームページ、報道等大会結果の告知、次回大会告知での使用。 

なお、画像、動画を含む大会当日の模様は、インターネット、テレビ他下記各種メディア等により告

知予定です。 

・大会プログラム・ポスター・ホームページ・ＳＮＳ・インターネット動画配信・マスコミ取材・テレ

ビ放送等。 

・協賛各社のホームページ等での大会紹介にも使用される場合もあります。 

また、各種目優勝者、優秀選手は翌大会のプログラムに写真、氏名、所属の掲載を行います。 
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