
～ Mai Cup 20２３～ 
「にいがたOPENOPENOPENOPEN    第５回中村真衣カップ」 

水泳競技大会開催要項 
 

新型コロナウイルスの感染状況等により、大会を中止又は競技開始時間等を変更  
する場合があります。競技会の観覧は、参加申込数により実施の可否を決定します。

詳細は、追加要項 (大会開催の1週間前をめどに公表します )によりお知らせします。  

 

1 開催趣旨    オリンピックメダリストの「中村真衣」氏の功績を称えるととも

に、同氏に続く優秀選手の発掘・育成及び競技力の向上を図る。  

2 主  催    (一財)新潟県水泳連盟   

3 主  管    (一財)新潟県水泳連盟 長岡市水泳協会 

4 期  日    ２０２３年３月４日（土曜日）、５日(日曜日) 

 

 

 

 

 

   ※申込み状況により、日程を変更する場合があります。  

5 会  場    ダイエープロビスフェニックスプール（公認５０ｍプール）  

長岡市長倉町1338番地 電話0258－39－3211 

6 競技方法     

①  2022年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則により行う。  

②  種別は「小学生」「中学生」「高校生以上」とする。 

③「小学生」及び「中学生」は、予選、決勝を行う。「高校生以上」は、予選、B決
勝（実施種目＝50ｍ自由形及び100ｍ・200ｍ種目）、決勝を行う。 

④  決勝は、予選結果を総合して種別ごとに上位10人に出場権を与える。  

⑤ B決勝は、予選結果を総合して決勝出場者を除く上位10人に出場権を与える。
ただし、当該種目の申込者数が30名以下の場合はＢ決勝を行わない。  

⑥ 50m、100m、200m の競技は当該種目の申込者数にかかわらず予選を行う。 

400m 以上の競技は、申込者数にかかわらずタイム決勝とする。 

⑦ 予選競技及びタイム決勝は、種別に関係なく申込記録の遅い者から競技を行う。  

⑧  同記録で予定人数を超えた場合は、抽選により出場権を与える。  

⑨  B決勝・決勝を棄権する者は、原則として棄権料 (1,000円 )を徴収する。  

7 競技種目 

種 目 小学生小学生小学生小学生    中学生中学生中学生中学生    高校生以上高校生以上高校生以上高校生以上    

自  由  形 50m50m50m50m・・・・100100100100ｍ・ｍ・ｍ・ｍ・200200200200ｍｍｍｍ     
50m50m50m50m・・・・100100100100ｍ・ｍ・ｍ・ｍ・200200200200ｍｍｍｍ・・・・400400400400ｍｍｍｍ     
800800800800ｍｍｍｍ ((((女子女子女子女子 ) ) ) ) ・・・・1500m(1500m(1500m(1500m(男子男子男子男子 ))))    

背 泳 ぎ 

平 泳 ぎ 

バ タ フ ラ イ 

50m50m50m50m・・・・100100100100ｍｍｍｍ     50505050ｍ・ｍ・ｍ・ｍ・100100100100ｍ・ｍ・ｍ・ｍ・200200200200ｍｍｍｍ     

個 人 メ ド レ ー 200m200m200m200m    200200200200ｍ・ｍ・ｍ・ｍ・400400400400ｍｍｍｍ     

※「10申込規定(1)申込制限」にかかわらず、800・1500m自由形及び400m個人メ

ドレーに参加標準タイムを設ける。 

【１日目】 

○開  門 午前7時00分  
○開 会 式 午前8時30分  
○競技開始 午前9時00分  
○終  了 午後6時00分（予定） 

【２日目】 

○開  門 午前7時00分  
○競技開始 午前8時30分  
○最優秀選手表彰  午後6時20分（予定）  
○終  了  午後6時30分（予定）  



 

【参加標準タイム】 

区 分 
高校生以上 

男 子 

高校生以上 

女 子 
中学生男子 中学生女子 

1500m自 由 形 17171717分分分分39393939秒秒秒秒         18181818分分分分14141414秒秒秒秒         

800m自 由 形     9999分分分分55550000秒秒秒秒         10101010分分分分00000000秒秒秒秒     

400m個人メドレー 4444分分分分56565656秒秒秒秒     5555分分分分22222222秒秒秒秒     5555分分分分07070707秒秒秒秒     5555分分分分27272727秒秒秒秒     

8 競技順序   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 参加資格     

（1）小学生３年生以上の水泳愛好者とする。  

（2）選手は、(公財)日本水泳連盟競技者登録完了者又は予定者であること。  

（3）選手が所属する団体 (チーム )は、団体登録が完了していること。  

 

1111 100m100m100m100m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 予　　選予　　選予　　選予　　選 31313131 200m200m200m200m 個個個個 人人人人 メメメメ ドドドド レレレレ ーーーー 予　　選予　　選予　　選予　　選

2222 50m50m50m50m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 予　　選予　　選予　　選予　　選 32323232 200m200m200m200m 自自自自 由由由由 形形形形 予　　選予　　選予　　選予　　選

3333 200m200m200m200m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 予　　選予　　選予　　選予　　選 33333333 50m50m50m50m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 予　　選予　　選予　　選予　　選

4444 50m50m50m50m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 予　　選予　　選予　　選予　　選 34343434 100m100m100m100m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 予　　選予　　選予　　選予　　選

5555 200m200m200m200m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 予　　選予　　選予　　選予　　選 35353535 100m100m100m100m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 予　　選予　　選予　　選予　　選

6666 100m100m100m100m 自自自自 由由由由 形形形形 予　　選予　　選予　　選予　　選 36363636 200m200m200m200m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 予　　選予　　選予　　選予　　選

7777 100m100m100m100m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝 37373737 50m50m50m50m 自自自自 由由由由 形形形形 予　　選予　　選予　　選予　　選

8888 100m100m100m100m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 38383838 800m800m800m800m 自自自自 由由由由 形形形形 中中中中 ・・・・ 高高高高 以以以以 上上上上 ＴＴＴＴ 決決決決 勝勝勝勝

9999 100m100m100m100m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 39393939 1500m1500m1500m1500m 自自自自 由由由由 形形形形 中中中中 ・・・・ 高高高高 以以以以 上上上上 ＴＴＴＴ 決決決決 勝勝勝勝

10101010 100m100m100m100m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝 40404040 200m200m200m200m 個個個個 人人人人 メメメメ ドドドド レレレレ ーーーー 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝

11111111 400m400m400m400m 自自自自 由由由由 形形形形 中中中中 学学学学 生生生生 TTTT 決決決決 勝勝勝勝 41414141 200m200m200m200m 個個個個 人人人人 メメメメ ドドドド レレレレ ーーーー 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

12121212 400m400m400m400m 自自自自 由由由由 形形形形 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 TTTT 決決決決 勝勝勝勝 42424242 200m200m200m200m 個個個個 人人人人 メメメメ ドドドド レレレレ ーーーー 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

13131313 50m50m50m50m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 43434343 200m200m200m200m 個個個個 人人人人 メメメメ ドドドド レレレレ ーーーー 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝

14141414 50m50m50m50m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 44444444 200m200m200m200m 自自自自 由由由由 形形形形 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝

15151515 50m50m50m50m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝 45454545 200m200m200m200m 自自自自 由由由由 形形形形 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

16161616 200m200m200m200m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝 46464646 200m200m200m200m 自自自自 由由由由 形形形形 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

17171717 200m200m200m200m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 47474747 200m200m200m200m 自自自自 由由由由 形形形形 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝

18181818 200m200m200m200m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝 48484848 50m50m50m50m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

19191919 50m50m50m50m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 49494949 50m50m50m50m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

20202020 50m50m50m50m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 50505050 50m50m50m50m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝

21212121 50m50m50m50m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝 51515151 100m100m100m100m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝

22222222 200m200m200m200m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝 52525252 100m100m100m100m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

23232323 200m200m200m200m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 53535353 100m100m100m100m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

24242424 200m200m200m200m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝 54545454 100m100m100m100m ババババ タタタタ フフフフ ララララ イイイイ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝

25252525 400m400m400m400m 個個個個 人人人人 メメメメ ドドドド レレレレ ーーーー 中中中中 学学学学 生生生生 TTTT 決決決決 勝勝勝勝 55555555 100m100m100m100m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝

26262626 400m400m400m400m 個個個個 人人人人 メメメメ ドドドド レレレレ ーーーー 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 TTTT 決決決決 勝勝勝勝 56565656 100m100m100m100m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

27272727 100m100m100m100m 自自自自 由由由由 形形形形 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝 57575757 100m100m100m100m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

28282828 100m100m100m100m 自自自自 由由由由 形形形形 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 58585858 100m100m100m100m 平平平平 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝

29292929 100m100m100m100m 自自自自 由由由由 形形形形 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝 59595959 200m200m200m200m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝

30303030 100m100m100m100m 自自自自 由由由由 形形形形 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝 60606060 200m200m200m200m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

61616161 200m200m200m200m 背背背背 泳泳泳泳 ぎぎぎぎ 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝

62626262 50m50m50m50m 自自自自 由由由由 形形形形 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 ＢＢＢＢ 決決決決勝勝勝勝

63636363 50m50m50m50m 自自自自 由由由由 形形形形 小小小小 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

64646464 50m50m50m50m 自自自自 由由由由 形形形形 中中中中 学学学学 生生生生 決決決決 勝勝勝勝

65656565 50m50m50m50m 自自自自 由由由由 形形形形 高高高高 校校校校 生生生生 以以以以 上上上上 決決決決 勝勝勝勝

（１日目）（１日目）（１日目）（１日目） （２日目）（２日目）（２日目）（２日目）

※競技は、女子・男子の順に行う。※競技は、女子・男子の順に行う。※競技は、女子・男子の順に行う。※競技は、女子・男子の順に行う。
（800ｍ・1500ｍ自由形は除く）（800ｍ・1500ｍ自由形は除く）（800ｍ・1500ｍ自由形は除く）（800ｍ・1500ｍ自由形は除く）



 
10 申込規定 

（1）申込制限 

ア  2022年4月1日以降において(公財)日本水泳連盟資格級 (2022年度 )６級以上の

記録を有する者とし、１人４種目以内とする。なお、記録はチーム内における

記録会等のものも認める。  

イ  小学生２年生以下であっても、資格級９歳６級以上の記録を有する者の出場

を認める。  

ウ  資格級年齢の決定は、2023年4月1日現在の満年齢とする。  

エ  上記記録を突破した者は、参加基準を突破していない種目にも参加できる。  

（2）申込方法  

ア「登録団体」は、(公財)日本水泳連盟のWeb SWMSYS「大会エントリー｣により

申込登録する。申込みの際は、申込総括表 (指定様式2)及びプリントアウトし

た「申込一覧表」を下記あてに送付すること。  

※  申込登録の手順は、 (一財 )新潟県水泳連盟・ (公財 )日本水泳連盟のホームペ

ージを参照のこと。  

※  プリントアウトの際は、必ず最終チェックすること。  

※  メールにて追加連絡をする場合があるので、申込総括表 (指定様式2)には必

ずパソコンメールアドレスを記入すること。  

【大会コード  １７２２７０６】  

イ  代行を希望する団体は、指定申込用紙 (指定様式1・2)に必要事項を記入の上

下記へ申込む。ただし、代行する場合は１人当たり300円の手数料を徴収する。  

（3）申 込 先  〒940-1103 長岡市曲新町1952 

       (一財 )新潟県水泳連盟 野口 剛  

   電話/FAX 0258‐33‐2714 （E-mail：tsuyo-no@nct9.ne.jp） 

（4）締 切 日   ２０２３年２月９日（木曜日）正午必着  

（5）申 込 金    

ア  参加料   個人種目：1種目1,000円  

  参加料は、大会当日に納入すること。  

（当日棄権があっても申込分を納入すること）  

  イ  プログラム １部   800円（参加者は全員購入すること）  

  ウ  速 報   １部  2,000円（希望チームのみ）  

（6）申込みの確認及び変更登録 

○ エントリーデータを２月１６日(木)~１８日(土)の間に(一財)新潟県水泳連

盟のホームページに掲載するので確認すること。公開期間中に限り、種目変更

及び追加エントリーを認める。(当日の変更は、特別な事情がない限り認めな

い) 

○ 変更及び追加は、原則として申込記載責任者の記載ミスによるもののみとし、

他の参加選手のエントリー状況による変更又は追加は厳に慎むこと。 

○ 変更又は追加を希望するチームは、次の全ての事項を各競技会の競技会責任

者あて(上記申込先)に必ずメールで届出る(期限厳守)こと。この場合、1種目

500円の変更登録手数料を徴収(当日)する。なお、メール着信後競技会責任者

から受付完了のメールを2日以内に発信するので、連絡がない場合は、速やか

に競技会責任者に確認すること。 

 



 

【届出事項】 

①選手名及び所属    ②性別    ③生年月日   ④選手登録番号 

   ⑤変更前の種別・種目  ⑥変更後の種別・種目・タイム 

⑦申込書記載責任者名及び連絡先（携帯電話）  

11 表   彰     

（1）各種目とも種別毎に、決勝（タイム決勝を含む）において、3位までの入賞者に

は賞状及び副賞を、８位までの入賞者に賞状を授与する。  

（2）３位までの入賞者は当該競技終了後に表彰する。  

（3）種別毎に最優秀選手男女各１名を選出し、「中村真衣杯」を授与する。  

（4）希望者に記録証を発行する。希望する者は、２日目の午後１時までに申出るこ

と。（事前申し込み可）  

12 そ  の  他 

（1）ウォーミングアップは、午前７時１０分から午前８時１０分までとします。  

（2）プール内は土足厳禁ですので、サンダル等の内履を用意してください。 

（3）選手控所はウッドデッキ後ろの通路を使用してください。ウッドデッキは応援

のみに利用してください。 

（4）会場には十分な駐車スペースがありません。施設の駐車場に駐車できない場合

には、道路向かい側の駐車場をご利用ください。特に、保護者に対し、応援等で

来場する際は周辺道路や店舗等の駐車場に駐車しないよう周知願います。  

（5）参加者は、本人若しくは保護者の責任において、競技に出場しても差支えない

旨医師の確認を得てください。  

（6）大会中の傷害については応急処置を主催者で行いますが、その後の責任は負わ

ないのでご注意ください。  

（7）使用した控室等の後片付け及び整理整頓にご協力をお願いします。  

（8）ごみは、各自で持ち帰るようご協力をお願いします。  

（9）大会を円滑に運営するため、競技役員を各団体とも1名以上選出願います。  

（10）本競技会の結果発表の際、当該選手の「氏名、年齢、生年月日、学年、所属、

記録等」を公表しますので、ご了承ください。  

（11）大会終了後、忘れ物が多数見受けられます。お帰りの際は、身の回りの確認を

お願いします。忘れ物の保管期間は、大会後2週間としますのでご了承ください。 

 

追加要項（大会情報）について 

 追加要項は個別に発送しません。大会関係の情報は、開催日の1週間前を目安に 

(一財)新潟県水泳連盟ホームページに掲載しますので確認してください。 


