
１．主 催 東京スイミングセンター / (公財)東京都水泳協会

２．公 認 (公財)日本水泳連盟

３．主 管 (公財)東京都水泳協会

４．期 日 11月22日(火)・23日(水)・24日(木)・25日(金)・26日(土)・27日(日)
ただし11月22日(火)・23日(水)は公式練習日

５．会 場 東京辰巳国際水泳場（東京都江東区辰巳２丁目８－１０）

６．競 技 方 法
（１）競技は、（公財）日本水泳連盟飛込競技規則に則り行う。

※一部ローカルルール①～⑨を適用。
① ９～11歳高飛込競技の３ｍ固定台での演技種目の難易度は５ｍの難易度と同じとする。
② ９～11歳高飛込競技の棒飛・入水の演技種目は型に関わらず全て難易度を1.0とする。
③ 団体成績は、1位10点 、2位7点～ 8位1点の算出方法によって全ての競技の合計得点によって順位
  づけをする。
④ チャンピオンシップは年齢制限を設けない。（一般的な呼称「シニアの部」に相当する）
⑤ 16～18歳区分の自由選択飛はチャンピオンシップで行い、16～18歳区分の制限選択飛とチャンピオ
  ンシップの合計で成績を算出する。（両競技種目のエントリーが可能）
⑥ シンクロナイズドダイビングは、各１名ずつ所属するチームにそれぞれ上記の点数を加算する。
⑦ チームダイビングはブロック毎に１チームとし、順位に従って、ブロックに該当する全てのチーム
  に順位得点を付与する。
  北海道・東北ブロック  関東ブロック  北信越ブロック  東海ブロック  近畿ブロック
  中国ブロック      四国ブロック  九州ブロック
⑧ チームダイビングは男子3名以内・女子3名以内とする。（男子3演技・女子3演技）
⑨ チームダイビングの高飛込は3m・5m・7.5m・10mとする。飛板は3mのみとする。

（２）予選競技は、全演技種目にて順位を決定する。
（３）決勝競技は、自由選択飛のみ実施し、予選の制限選択飛の得点合計と合算して順位を決定する。

※９～11歳高飛込競技およびチャンピオンシップに限り、全演技種目で決勝を行う
（４）予選競技は同時進行を行う。 ※同時進行中のレフリーの笛は、特設の旗でレフリーが代用する。
（５）決勝競技は予選競技の上位8名の選手で行う。
（６）シンクロナイズド競技とチームダイビング競技は決勝競技のみ行う。

７．競 技 種 目

第53回 [2022年度] 東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会

飛 込 競 技

年齢区分 性別 １ｍ飛板飛込 ３ｍ飛板飛込 高飛込

6演技（4つ以上の群より） 5演技（3m・5m）

制限選択飛（DD 5.4以内）異群より3演技 棒飛可・入水可・同群同種目異型可

自由選択飛                       異群より3演技

6演技（4つ以上の群より） 5演技（3m・5m）

制限選択飛（DD 5.4以内）異群より3演技 棒飛可・入水可・同群同種目異型可

自由選択飛                       異群より3演技

女

子

男

子

9~11歳



８．競 技 順 序

【注】エントリー集計後、競技日程を変更することがある。その際は速やかにエントリー団体に通知する。

９．申 込 規 定
（１）申込資格

① 選手は、2022年度(公財)日本水泳連盟に、飛込区分で競技者登録を完了していること。
② 選手が所属する団体(チーム)も同様に団体登録を完了していること。

  ③ 参加年齢の決定は、2022年12月31日の満年齢とする。
④   2022年(令和 4年)  4月1日以降の日本水泳連盟または各都道府県加盟団体が主催する公式競技会または
  公認競技会において、下記の(2)標準得点を突破した者。（Web SWIMSYSに点数を入力）
  ※１競技種目の標準点が突破していれば、当該区分の他競技種目およびチャンピオンシップにエント
   リーできる。
  ※シンクロナイズドダイビング・チームダイビングは、個人競技で参加資格があればいずれも参加
   できる。
  ※9～11歳高飛込およびチャンピオンシップにおいては標準点は設定しない。
   （チャンピオンシップでは難易度合計の下限設定がある）
【注】エントリー標準点数の不正が発覚した場合は、今後、出場停止処分等の対応をする。

１日目  11/24（木） ２日目  11/25（金） ３日目  11/26（土） ４日目  11/27（日）

男女14～15歳 1ｍ飛板飛込 男女12～13歳 １ｍ飛板飛込 男女9～11歳 １ｍ飛板飛込

男女12～13歳 3m飛板飛込 男女12～13歳 高飛込 男女14～15歳 ３ｍ飛板飛込

男女16～18歳 3m  制限選択飛 男女9～11歳  高飛込 チャンピオンシップ 高飛込

チャンピオンシップ 3m飛板飛込 男女シンクロナイズド3m飛板飛込 チームダイビング

チャンピオンシップ 1m飛板飛込

男女14～15歳 高飛込

男女16～18歳 高飛込制限選択飛

男女シンクロナイズド高飛込

7演技 7演技 6演技（5m・7.5ｍ）

制限選択飛（DD 9.0以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 9.5以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 7.6以内）異群より4演技

自由選択飛                       異群より2演技 自由選択飛                       異群より2演技 自由選択飛                       異群より2演技

8演技 8演技 7演技（5m・7.5ｍ）

制限選択飛（DD 9.0以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 9.5以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 7.6以内）異群より4演技

自由選択飛                       異群より3演技 自由選択飛                       異群より3演技 自由選択飛                       異群より3演技

8演技 8演技 7演技（5m・7.5m・10m）5つ以上の群

制限選択飛（DD 9.0以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 9.5以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 7.6以内）異群より4演技

自由選択飛                       異群より3演技 自由選択飛                       異群より3演技 自由選択飛                       異群より3演技

9演技 9演技 8演技（5m・7.5m・10m）5つ以上の群

制限選択飛（DD 9.0以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 9.5以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 7.6以内）異群より4演技

自由選択飛                       異群より4演技 自由選択飛                       異群より4演技 自由選択飛                       異群より4演技

10演技（各群より） 9演技（5m・7.5m・10m）5つ以上の群

制限選択飛（DD 9.5以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 7.6以内）異群より4演技

自由選択飛                       各群より5演技 自由選択飛                       各群より5演技

11演技（各群より） 10演技（5m・7.5m・10m）

制限選択飛（DD 9.5以内）各群より5演技 制限選択飛（DD 7.6以内）異群より4演技

自由選択飛                       各群より6演技 自由選択飛                       各群より6演技

5演技（各群より） 5演技（各群より） 5演技（各群より）

標準点数なし（難易度下限10.2） 標準点数なし（難易度下限10.3） 標準点数なし（難易度下限11.0）

6演技（各群より） 6演技（各群より） 6演技（各群より）

標準点数なし（難易度下限12.6） 標準点数なし（難易度下限12.7） 標準点数なし（難易度下限12.8）

年齢区分 性別 チームダイビング シンクロナイズド３ｍ飛板飛込 シンクロナイズド高飛込

6演技（６つ以上の群より）       5演技（4つ以上の群より） 5演技（4つ以上の群より）

制限選択飛（DD各2.0） 男女各1演技ずつ 制限選択飛（DD各2.0）    異群より2演技 制限選択飛（DD各2.0）    異群より2演技

自由選択飛                    男女各2演技ずつ 自由選択飛                       異群より3演技 自由選択飛                       異群より3演技

高飛込3演技・3m飛板飛込3演技 6演技（5つ以上の群より） 6演技（5つ以上の群より）

男女各１本以上10mおよび3m飛板を演技 制限選択飛（DD各2.0）    異群より2演技 制限選択飛（DD各2.0）    異群より2演技

男子3名以内・女子3名以内（ﾛｰｶﾙﾙｰﾙ） 自由選択飛                       異群より4演技 自由選択飛                       異群より4演技

男

子

年齢区分

なし

女

子

男

子

チャンピオ

ンシップ

女

子

女

子

男

子

14~15歳

女

子

男

子

16~18歳

女

子

男

子

12~13歳



（２）標準点数

（３）制限 
①    12～13歳 高飛込における「高さ」は5ｍまたは7.5ｍに限る。
②    9～11歳 高飛込における「高さ」は3ｍまたは5ｍに限る。
③    エントリー種目数の制限は設けない。

  (４)  申込方法
① １０月１４日（金）までに、Web-SWMSYSに必要事項を入力し、集計を完了すること。
  （集計処理がされていないエントリーは無効となるため、必ず集計ボタンを押すこと）
② １０月２１日（金）までに、東京スイミングセンターのホームページで参加確定を案内する。
  （エントリータイムランキングにより参加人数を制限する場合がある）
③ エントリーの内容は、１０月２６日（水）～２８日（金）の間、東京スイミングセンターのホームページ
③ で確認することができる。訂正がある場合は１０月２８日までに、東京スイミングセンターにメール
     （tsc-invitation-dive@tokyo-sc.com）で、連絡すること。なお、種目の変更や追加は受付けない。
④ 参加確定を確認後、１１月１１日（金）までに指定口座に申込（振込）を完了すること。

  (５)  申込金
個人種目  １競技種目につき ３，０００円
シンクロナイズド  １競技種目につき ６，０００円
チームダイビング  １チームにつき ６，０００円（ブロック内の代表チームが１チーム申し込む）
プログラム  １部 ２，０００円

 ※参加団体への無料配布はしない。
 ※必要部数を事前にWeb-SWMSYSで申し込むこと。（大会当日の販売はしない）

 申込金振込先：三菱UFJ銀行 駒込支店  普通預金口座 １６７００６７
    名義人：東京スイミングセンター
    振込期日：２０２２年１１月１１日（金）迄

【注】振込の際の依頼人名は、「団体登録番号」＋「団体名略称」とする。
  （代表者等の個人名は用いないこと）
【注】振込手数料は、登録団体の負担とする。
【注】領収書が必要な団体は、東京スイミングセンターにメール（tsc-invitation-dive@tokyo-sc.com）で、連絡
   すること。領収証は大会期間中に受け取ること。また大会期間中の領収証発行依頼は受け付けない。

（６）ダイブシート
当該競技前日の15:00までに専用の投函箱に提出のこと。

10．追加要項の公表
本競技会の追加要項、タイムテーブルなどの一式を東京スイミングセンターのホームページに掲載する。
※東京スイミングセンターホームページ https://www.tokyo-sc.com/

11．招 待 選 手

年齢区分 性別 １ｍ飛板飛込 ３ｍ飛板飛込 高飛込

女 120点 標準点数なし

男 120点 標準点数なし

女 150点 標準点数なし 130点

男 175点 標準点数なし 155点

女 標準点数なし 215点 190点

男 標準点数なし 245点 220点

女 全演技275点または自由選択飛 150点 全演技250点または自由選択飛 150点

男 全演技305点または自由選択飛 180点 全演技280点または自由選択飛 180点

女 標準点数なし（難易度下限10.2） 標準点数なし（難易度下限10.3） 標準点数なし（難易度下限11.0）

男 標準点数なし（難易度下限12.6） 標準点数なし（難易度下限12.7） 標準点数なし（難易度下限12.8）

チャンピオ

ンシップ

14~15歳

16~18歳

9~11歳

12~13歳



  (１)  第32回オリンピック競技大会(2020/東京)代表選手
  (２)  第19回FINA世界選手権2022（ハンガリー）代表選手
  (３)  2022年度全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会最優秀選手および優秀選手
  ※対象選手には招待状と資料を郵送する。

12．表 彰
  (１)  最優秀選手  最優秀選手１名に田畑政治杯を授与する。
  (２)  優秀選手   各年齢区分、男女１名に優秀選手賞を授与する。
  (３)  各種目１位～３位までの入賞者にはメダルならびに賞状、４位～８位までには賞状を贈る。
（４）団体表彰   １位～８位の団体に賞状を授与する。

13．
本大会では感染症対策を実施する。 ※詳細は追加要項で告知する。

  (１)  大会参加にあたっては、「水泳競技会における感染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。

14．監督者会議
11月23日（ 水 ）17:00～18:00 東京辰巳国際水泳場 会議室

15．イベントの開催

（１）11月23日（水・祝）12:30～14:30 予定
①  オリンピアンによるダイビングクリニック兼 体験会（終了後サイン会を行う）
※詳細は別の資料で通知する。参加費  1人3,300円
②  ニチレイ飛込検定
※詳細は別の資料で通知する。検定料別途徴収
③  コーチングクリニック（海外選手・コーチ招聘）
※詳細は別の資料で通知する。参加無料

（２）11月26日（土）14:40～14:55 予定
①  ダイビングショー

16．宿泊・輸送・弁当
京王観光株式会社 東京中央支店  担当：藤岡・菊池
 TEL：03-5312-6540    月～金曜日（定休日 土・日祝日） 営業時間  9:00～18:00
 FAX：03-5379-0740 MAIL： y.fujioka@keio-kanko.co.jp 

17. 問 合 せ 先 東京スイミングセンター tsc-invitation-dive@tokyo-sc.com

感染症対策


