
水泳（競泳）競技要項 

    1 主    管  山形市中学校体育連盟  山形県水泳連盟  山形市水泳連盟 
 

    2 日    程  令和４年７月２２日（金）練習開放 12:00-16:00       ※監督会議なし（書面） 

               令和４年７月２３日（土）開場 8:00  簡易開会式  10:00  競技  10:30-16:30  

               令和４年７月２４日（日）開場 8:00   競技 10:00-16:00   簡易閉会式 16:00 

※ 公式スタート練習の時間については、「事前連絡」で連絡する。 
 

    3 会    場    山形市総合スポーツセンター 屋外プール（５０ｍ×９レーン公認） 

                     山形市落合１番地  ℡ 023-625-9193 
                                                                                             

    4 参加資格  (1) 山形県中学校体育連盟に加盟していること。 

                      (2) 年齢は、平成１８年（２００６年）４月２日以降に生まれた者に限る。 

           (3) 各地区大会の予選、決勝レースにおいて標準記録を突破した個人とリレーチーム。 

           (4) 各地区大会において２位以内に入賞した個人とリレーチーム。 

            ※ 但し、1500m･800m･400m 自由形は標準記録を突破した選手のみ参加できる。 

                  (5) 各地区大会において、リレーの第一泳者として標準記録を突破した個人。 

※ 但し、この(5)は、(3)、(4)で参加資格を獲得できなかった選手にのみ該当する。 

※ 本大会において、リレーの第一泳者として東北・全国大会の標準記録を突破しても、  

 東北・全国大会にはエントリーできない。 

 

    5 参加人数  (1) １校１種目につき３名以内。 

           (2) １名の選手は２種目以内。（リレーはのぞく） 

           (3) フリーリレー、メドレーリレーは６名までエントリーできる。 
 
    6 引率者及び監督等 

           (1) 引率者及び監督は出場校の校長・教員（非常勤は除く）・部活動指導員とする。ただし、 

      部活動指導員は教育委員会設置要項のもと、以下の条件を満たしていなければならない。 

             ① 満２０歳以上であること。 

             ② 主催者からの要望があった場合、大会運営に協力する姿勢があること。 

             ③ 他校と兼務していないこと。 

             ④ 次のいずれかに当てはまるものとする。 

              ア 教育職員免許法に基づく免許を有する者。 

              イ 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導資格を有する者。 

               ウ 自治体（含む教育委員会）、体育（スポーツ）協会、中学校体育連盟のいずれか 

                                が主催する研修会を受講している者。 

               ※ ここでいう「部活動指導員」は、学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者であり、 

                   学校設置者により任命されている者をいう。 

                      (2) 外部・校外コーチは、校長が認めた者とする。ただし、中学校教員・校長・部活動指 

                          導員が他校の外部・校外コーチとしてベンチに入ることは認めない。マネージャーは 

                          出場校の教員または生徒とする。 

               ※外部コーチ…校長が学校部活動の指導者として承認した者で、日常的に学校部 

                                活動の指導に当たっている者。 

               ※校外コーチ…クラブ・道場などの指導に当たっている者。 

             （コーチ承認書は申込用紙と一緒に大会実行委員会事務局へ送付する。） 

                      (3) 本大会に出場するチーム・選手の引率者・監督・コーチ・トレーナー等は、運動部活動 

                          の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分 

                          を受けていない者であることとする。また、外部の指導者は校長から暴力等に対する指 

                          導措置を受けていないこととする。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。 

 

     



7 競技規則   (1) 2022 年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則による。 

            (2) 学校対抗は、各種目の決勝レースの結果による得点合計で決定する。 

                         リレー種目については、１位１６点、２位１４点、３位１２点・・８位２点とし、   

              個人種目については、１位８点、２位７点、３位６点・・８位１点とする。 

              優勝校の総合得点が同じ場合は、リレー得点、入賞者数（リレーは４とする）、次に 

              １位の人数、２位の人数、と上位からの入賞者数で決定する。３位以下は、同点の場 

              合は同順位とする。 
 

    8 競技方法  (1) 競技は、種目別、男女別に行う。 

              男子 1500m 自由形と女子 800m 自由形はタイムレース決勝とする。それ以外の種目は、 

              予選と決勝を行う。 

                  (2) 競技種目と順序 

１日目（７月２３日） 

女・男 4×100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ   予選 
女・男  400m  個人ﾒﾄﾞﾚｰ 予選 

女・男   50m  自由形    予選 
女・男  200m  自由形   予選 

女・男  200m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  予選 
女・男  200m  背泳ぎ  予選 

女・男  200m  平泳ぎ    予選 
女 子 800m  自由形  TR 決勝 

男  子 1500m  自由形  TR 決勝 
女・男  400m  個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝 

女・男   50m  自由形    決勝 
女・男  200m  自由形   決勝 

女・男  200m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  決勝 
女・男  200m  背泳ぎ  決勝 

女・男  200m  平泳ぎ    決勝 
女・男 4×100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ   決勝 

２日目（７月２４日） 

女・男 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 予選 
女・男  400m  自由形   予選 

女・男  100m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ   予選 
女・男  100m  自由形   予選 

女・男  100m  背泳ぎ  予選 
女・男  100m  平泳ぎ    予選 

女・男  200m  個人ﾒﾄﾞﾚｰ 予選 
女・男  400m  自由形   決勝 

女・男  100m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ   決勝 
女・男  100m  自由形   決勝 

女・男  100m  背泳ぎ  決勝 
女・男  100m  平泳ぎ    決勝 

女・男  200m  個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝 
女・男 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 決勝      

                ※ リレー種目の前後に、15 分程度の休憩を入れる。 
            ※ 競技スケジュールの詳細については、エントリー等が完了した後、別途(一社)山形県 

水泳連盟のホームページで公開する。 
    

9 感 染 症   県中体連主催事業に関する新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの最新版に記載され 

  対 策     ている各種ガイドライン等に沿って大会運営を行う。 
 

10 熱 中 症  県中体連で示す熱中症予防行動の留意点について、及び水泳専門部のガイドラインに沿っ 
    対 策       て、大会運営を行う。 

 
    11 表    彰 (1) 学校対抗、男女別に優勝旗、準優勝盾、３位まで賞状を授与する。 

           (2) 個人種目（リレーを含む）ごとに８位まで賞状を授与する。 

                         リレー３位までのチームには、個人の賞状も授与する。 

             尚、表彰は決勝レース後、３位までとする。 

 

    12 申込及び組合せ 

           (1) 申込は、６月２９日（水）正午必着で、開催ブロック実行委員会(寒河江市立陵西中学 

             校)に必要書類を郵送する。 

             (必要書類の様式は、山形県中体連のホームページからダウンロードする。) 

            (2) 参加校は、郵送と同時に、Web-SWMSYS にてエントリーを行う。※６月２７日（月） 

                         までWeb エントリーを完了すること。 

                         ※エントリーの確認は、６月２８日(火)15：00～６月２９日(水)正午まで、(一社)山形 

             県水泳連盟のホームページで公開する。訂正がある場合は、確認データのフッター部  

            に記載の連絡先にメールで連絡すること。電話等での連絡は受け付けない。 

           (3) プログラム編成は、６月３０日(木)に、山形県中学校体育連盟水泳専門部と主管側で責 

            任をもって決定する。 



    13 その他  (1) 本大会の結果により、東北大会、全国大会の出場資格を得る。 

            ・東北大会出場資格  各種目決勝４位入賞の個人及びリレーチーム 

                                            各種目標準記録を突破した個人及びリレーチーム 

            ・全国大会出場資格 各種目標準記録を突破した個人及びリレーチーム 

             ※ ただし、本大会においてリレーの第一泳者として東北・全国の標準記録を突破しても、 

              東北・全国大会にはエントリーできない。 

           (2) 第３学年の選手の記録は、本年度の国民体育大会の選手選考の選考記録となる。 

           (3) プールの練習時間は以下の通りとする。 

                                        屋外プール         サブプール 

             ７月２２日（金） 12:00～16:00       12:00～16:00 

             ７月２３日（土）  8:00～ 9:45          8:00～17:30 

             ７月２４日（日）  8:00～ 9:45          8:00～16:30 

※公式スタート練習の時間については、「事前連絡」で連絡する。 

           (4) プライベートテントの設置は７月２２日（金）の 12:00 より認める。 

                 (5) 会場内には、選手・監督・役員と認められたコーチのみ入場することができる。 

                〈選手・監督・役員・コーチにはＩＤカードを発行するので、会場では必ず携行し見え

るようにしておくこと。写真撮影については、監督、コーチ、役員のみとし、ＩＤカ

ードをもって許可するものとする。〉 

            (6) 県大会の実施要項等、必要書類の様式は、山形県中体連のホームページからダウンロー 

            ドして使用する。 

 (7) 悪天候等で期間中の大会実施が困難な場合は、大会総務で協議し次のように対応する。 

  ・大会当日の状況により、関係機関と連携を取って、日程変更、競技方法の変更等の対応 

    を行う。 

 

    14 連 絡 先  運営担当者  鶴岡市立鶴岡第四中学校 小松一磨 

                            〒997-0825 山形県鶴岡市小真木原町 3-1 

                            ℡0235-24-7330 Fax0235-24-8447  

         ■２０２２年度水泳大会標準記録一覧表    

区  分 男      子 女      子 

 種目・距離ｍ 県大会 東北大会 全国大会 県大会 東北大会 全国大会 

 

 自 

 由 

 形 

 

 

    ５０      29.4      26.63      24.90      31.8      28.92      27.28

  １００    1:04.3      58.49      54.61    1:09.2    1:02.86      59.37

  ２００    2:20.0    2:07.82    1:58.75    2:29.9    2:17.29    2:08.41

  ４００    4:55.3    4:33.33    4:12.18    5:14.4    4:48.68    4:29.57

  ８００      10:57.3    9:58.69    9:20.30

１５００   19:53.2   18:15.80   16:47.86      

 背 

 泳 

  １００    1:12.4    1:07.02    1:01.31    1:17.6    1:11.11    1:05.80

  ２００    2:36.6    2:26.15    2:12.36    2:46.7    2:32.97    2:21.54

 平 

 泳 

  １００    1:20.1    1:12.19    1:06.77    1:27.8    1:19.23    1:13.45

  ２００    2:52.6    2:35.89    2:23.82    3:07.0    2:49.93    2:36.66

 バ 

 タ 

  １００    1:09.7    1:03.24      58.17    1:16.8    1:08.85    1:03.67

  ２００    2:35.4    2:23.69    2:09.77    2:48.2    2:35.02    2:20.25

 個 

 メ 

  ２００    2:39.9    2:24.66    2:12.72    2:51.4    2:35.12    2:23.71

  ４００    5:41.0    5:10.42    4:42.27    6:02.2    5:30.17    5:04.39

ﾌﾘｰﾘﾚｰ  4×100    4:32.0    4:04.04    3:51.66    4:45.0    4:25.34    4:11.59

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4×100    5:01.0    4:31.80    4:16.43    5:20.0    4:58.02    4:37.92 

         （１００分の１秒以下切捨て、同タイムも含める。東北・全国標準は１００分の１秒。） 
        ※ 県大会の標準記録は５０ｍプール、２５ｍプールを問わない。 
            ※  東北・全国大会の標準記録は長水路（５０ｍプール）での記録を原則とする。 


