
5月10日rf 

競技1日目 
ウオーミングアップ 劔8:40-9:40 
匪督者会議 劔9:30 

開会式 劔10:00 

No ��ｹ¥｢�種目 ��y�B�予定時刻 
1 傚x���4×100mビーフインリレー ���10 �3��

2 �&ｨ���4×100mビーフインリレー ���10 �3r�

∴女手 ���Uﾈ�#ﾘ爾��B��ｳ"ﾂ�1 ����50 
3■ー �400mイマージョン 冤l ����

4 �&ｨ���400mイマージョン ���N0.3と合同 

表彰3.4 ��ll ����

5 傚x���50mサーフイス予選 釘�ll �#��

6 �&ｨ���50mサーフイス予選 迭�ll �3"�

7 傚x���100mCMASビーフイン �"�ll 鼎r�

8 �&ｨ���100mCMASビーフイン 釘�ll 鉄R�

表彰7.8 ��12 ��R�

9 傚x���シソレバー100mビーフイン ���12 �#R�

10 �&ｨ���シルバー100mビーフイン ���12 �#��

ll 傚x���ジュニア100mビーフイン �"�12 �32�

12 �&ｨ���ジュニア100mビーフイン ���12 鼎��

13 傚x���ユース100mビーフイン ���12 鼎R�

14. �&ｨ���ユース100mビーフイン ���12 鼎��

15 傚x���シニア100mビーフイン ���12 鉄2�

16 �&ｨ���シニア100mビーフイン �2�12 鉄r�

表彰9-16 ��13 ��R�

お昼休み(13:25-14:00) 

17 傚x���200mサーフイス �"�14 ����

18 �&ｨ���200mサーフイス �"�14 ����

19 傚x���200mCMASビーフイン �"�14 �#��

20 唔&ｨ���200mCMASビーフイン 釘�14 �3��

21 傚x���1500mサーフイス ���14 鉄��

表彰17-20 �� 

22 �&ｨ���1500mサーフイス �����15 免ﾂ�

23 傚x���100mイマージョン ���15 �3"�

24 �&ｨ���100mイマージョン �"�15 �3b�

25 傚x���シルバー1500mビーフイン ���15 鼎B�

26 �&ｨ���シ′レバー1500mビーフイン ���No.25と合同 

表彰21-24 �� 

27 傚x�����ジュニア1500mビーフイン ���No.25と合同 

28 �&ｨ���ジュニア1500mビーフイン ���No.25と合同 

29 傚x���ユース1500mビーフイン ��� 

30 �&ｨ���ユース1500mビーフイン ��� 

31 傚x���シニア.1500mビーフイン ���No.25と合同 

32 �&ｨ���シニア1500mビーフイン �"�16:05 

表彰25-28 �� 

表彰31-32 ��16 鉄��

33 傚x���50mサーフイス決勝 ���17 ����

34 �&ｨ���50mサーフイス決勝 ���17 ��R�

表彰33.34 ��17 ��R�

35 傚x���4×200mサーフイスリ.レ- ���17 �#R�

36 �&ｨ���4×200mサーフイスリレー �"�17 �2ﾓb�

表彰35.36 ��18 ��R�

1日目終了予定時輿 劔18 ���ｲｲ�



【5月11日(日)】 

競技2日目 
ウオーミングアップ 劔8:40-9:30 

No ��ｹ¥｢�種目 ��y�B�予定時刻 

37 傚x���400mサーフイス �"�9 鉄��

38 �&ｨ���400mサーフイス ���10 ��"�

39 傚x���50mアブニア予選 �2�10 ����

40 �&ｨ���50mアブニア予選 澱�-lo‡ 蔦�r�

41 傚x���ジュニア50mビーフイン予尊 �"�10 �3R�

42 �&ｨ���シニア50mビーフイン予選 迭�10 鼎��

43 傚x���50mCMASビーフイン予選 �2�10 鉄b�

44 �&ｨ���50mCMASビーフイン予選 澱�ll ��R�

45 傚x���シルバー400mビーフイン ���ll �#2�

46 �&ｨ���シルバー400mビーフイン ���No.45と合同 

47 傚x���ジュニア400mビーフイン ���ll:29 

48 �&ｨ���ジュニア400mビーフイン ���No.47と合同 

49 傚x���ユース400mビーフイン ���ll:35 

50 �&ｨ���ユース400mビーフイン ���No.49と合同 

51 傚x���シニア4-00--mビーフイン ���ll 鼎��

52 �&ｨ���シニア400mビーフイン �"�ll 鼎r�

53 傚x���100mサーフイス 釘�ll 鉄��

54 �&ｨ���100mサーフイス 釘�12 ��R�

表彰37.38.45-54 ��12 �3R�

お昼休み(12:45-13:20) 

55 傚x���800mサーフイス ���13 �#��

56 �&ｨ���800mサーフイス ���13 �3��

表彰55.56 ��13 鼎R�

57 傚x���シルバー50mビーフイン決勝 ���13 鉄R�

58 �&ｨ���シルバー50mビーフイン決勝 ���13 鉄��

_59 傚x���ジュニア-50mビーフイ二/決勝 ���14 ��2�

60 �&ｨ���ジュニア50mビーフイン決勝 ���14 ��r�

61 傚x���ユース50mビーフイン決勝 ���14 免ﾂ�

62 �&ｨ���ユース50mビーフイン決勝 ���14 ��R�

63 傚x���シニア50mビーフイン決勝 ���14 ����

64 �&ｨ���シニア50mビーフイン決勝 ���14 �#2�

表彰57-64 ��14 励3��

65 傚x���50mCMASビーフイン決勝 ���14 鼎��

66 �&ｨ���50mCMASビーフイン決勝 ���14 鼎R�

表彰65.66 ��14 鉄R�

67 傚x���50mアブニア決勝 ���15 ��R�

68 �&ｨ���50mアブニア決勝 ���15 ����

表彰67.68 ��15 �#��

69 傚x���4×100mサーフイスリレー ���15 �3��

70 �&ｨ���4×100mサーフイスリレー �"�15 �3r�

表彰69.70 ��16 ����

閉会式 劔16 �#��

黄-2-日一目終了予定時刻 劔~16:40 


