
2022年8月
ｲﾄﾏﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ新百合ヶ丘校

2022年8月11日（木・祝）

川崎市多摩スポーツセンター（25ｍ×6レーン）

イトマン新百合ヶ丘

8:00-9:00(新百合ヶ丘校）

会場へは各自、お越しください。

※会場でのアップはできません。

途中、休憩時間のアップもイトマンは行えません。

※レースが午後からの選手はレースの時間に合わせて

会場に来て構いません。

10:30～16:30

現地解散

イトマンジャージ・イトマン水着

(イトマンマーク・Finaマークの無い水着では出場できません）

ゴーグル、キャップ、セーム、軽食、靴袋、ゴミ袋

その他必要なもの。お菓子禁止！！

★健康チェックシートを持参しないと入館できません。

◎保護者の皆様へ
★保護者の方は当日、会場の駐車場を送迎のみご利用できます。
★保護者の方の入場は出来ません。（無観客試合）
★本大会はYouTube配信を行います。詳しくは川崎市水泳協会HPをご覧ください。
◎選手の皆さんへ
★競技順序の時間はあくまでも予定です。
　進行状況を見ながらレースの10分前には招集所に入れるように　
　準備をしましょう。
★競技会終了後、待機場所の片付けを行う時、沢山のゴミが散乱しています。
　ゴミは必ずゴミ袋に入れて持ち帰る様にしてください。
★忘れ物が非常に増えています。持ち物には必ず名前を記入し忘れ物が
　ないようにしてください。
★健康チェック表、マスク、室内履き、靴袋の不携帯は入館出来ません。
　(入館できない場合、棄権扱いとなります。)
★プールサイド及び招集場所での飲み物は水筒に限り認めます。
　(ペットボトル禁止。ゴミ問題のためサプリメントの摂取禁止。)
★再入場の際は消毒、検温等すべて行うこと。

引率：近藤(090-5536-9593)
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日　　時
会　　場

集　　合
W  -  UP



開始時間
吉澤れ 成田 長尾

成田 長尾せ 長尾み

橋本 冨澤 黒田り 黒田さ 永瀬
前田 坂内 田口れ 髙橋 椿
鹿取 津田 東海林 陰山 佐藤み
河田 長井 木村 野崎 廣中

佐藤き 井出 森 篠原 佐々木
細井 光本 石井 山田 柿本

越智ま 佐藤う 田中

丸 荒川 田口る 髙橋 水野ゆ
斉藤 塚越 稲吉 松尾 土田
筒井 二木 橋之口 中島 片平
澤村 三浦

黒田さ 伊勢

吉原は 吉澤り

篠原 成田 鈴木 吉澤れ

稲吉 長尾み

橋本 冨澤 黒田り 田口り 荒川
椿 鹿取 東海林 陰山 石井

佐藤み 遠藤 長井 廣中 井出
越智あ 森 細井 光本 山田
保坂 田中
丸 吉原あ 荒川 田口る 斉藤

塚越 泉は 土田 河田 二木

鹿取 長尾

水野ゆ 河田 吉澤り 成田 泉け
長尾せ
永瀬 前田 荒川 竹内 津田
遠藤 木村 吉澤り 佐藤き 越智あ

越智ま 佐藤う
丸 吉原あ 吉原は 髙橋 水野け

斉藤 塚越 泉は 松尾 筒井
橋之口 中島 片平 三浦
黒田さ 永瀬 前田 田口れ 髙橋
竹内 津田 佐藤み 河田 長井
野崎 越智あ 森 佐々木 細井
柿本 佐藤う 越智ま

筒井 河田 橋之口 三井 澤村

田口り 石井 山田 長尾

男子 15:37 荒川 稲吉
金井り 坂内 椿 伊勢 河田
廣中 吉澤り 柿本

水野け 泉は 松尾 土田 泉け
中島 長尾せ 長尾み 三井

平泳ぎ

200m 個人メドレー

競技終了　16:30

女子

男子

15:42

16:03

15:29

男子 50m 背泳ぎ 14:33

女子 14:46

男子 15:20

50m バタフライ

休憩

50m バタフライ

女子
100m

男子 100m 自由形 14:09

女子 50m 背泳ぎ 14:20

50ｍ 平泳ぎ

男子 13:31

休憩

女子 100m 自由形 14:00

13:11女子

女子

100m バタフライ
13:00

男子 13:04

休憩

男子 50ｍ 自由形 11:25

女子 100m 背泳ぎ 11:47

男子 100m 背泳ぎ 11:52

休憩

女子 50ｍ 自由形 10:37

競　技　順　序
種目 出場選手

女子

200ｍ 自由形

10:30

男子 10:34


