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２０２２年度山形県選手権水泳競技大会（加藤総業杯） 

第７７回国民体育大会山形県予選会水泳競技大会    実施要項 

 

大会コード： ０６２２６０８ 
 

◇主  催  (公財)山形県スポーツ協会、山形県教育委員会、山形県高等学校体育連盟 

山形県中学校体育連盟、米沢市、米沢市教育委員会 

 

◇主  管  (一社)山形県水泳連盟競技委員会、米沢水泳連盟 

 

◇期  日  令和４年７月３０日（土）         ７月３１日（日） 

開  門 12:00  開  門 7:00 

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 12:00～14:30  ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 7:00～8:30 

公式ｽﾀｰﾄ練習 14:00～14:25  公式ｽﾀｰﾄ練習 8:00～8:25 

監督者会議 14:30  監督者会議 8:30 

開会通告 14:50  開会通告 8:50 

競技開始 15:00  競技開始 9:00 

 

◇会  場  米沢市営プール（屋外プール ５０ｍ ９レーン） 

〒992-0047 米沢市徳町 333  電話/FAX 0238-24-5833 

 

◇競技方法 

（１）競技は(公財)日本水泳連盟競泳競技規則により実施する。 

（２）全種目とも、参加区分に関係なくタイムレース決勝で行う。 

（３）出場申込み数によっては男女同レースで泳ぐ場合がある。 

（４）新型コロナウイルス感染拡大の状況により、大会の縮小や運営方法の変更、また、参加選手

のエントリー状況により、参加者数の削減依頼や大会日程の変更をする場合がある。 

 

〇参 加 区 分 

 １：成年              ２：少年Ａ（高校３年～２年） 

３：少年Ｂ（高校１年～中学３年）  ４：少年Ｃ（中学２年以下） 

〇競 技 種 目 

自 由 形 50ｍ／100ｍ／200ｍ／400ｍ／800ｍ（女子）／1500ｍ（男子） 

背 泳 ぎ 50ｍ／100ｍ／200ｍ 

平 泳 ぎ 50ｍ／100ｍ／200ｍ 

バ タ フ ラ イ 50ｍ／100ｍ／200ｍ 

個人メドレー  200ｍ／400ｍ 

 

うち、国体予選会競技種目 

成 年 
自由形 50ｍ/100ｍ/400ｍ  背泳ぎ 100ｍ  平泳ぎ 100ｍ 

バタフライ 100ｍ  個人メドレー200ｍ 

少年Ａ 
自由形 50ｍ/100ｍ/400ｍ（女子共通） 背泳ぎ 200ｍ 

平泳ぎ 200ｍ  バタフライ 200ｍ  個人メドレー400ｍ 

少年Ｂ 
自由形 50ｍ/100ｍ/400ｍ（女子共通） 背泳ぎ 100ｍ 

平泳ぎ 100ｍ  バタフライ 100ｍ  個人メドレー200ｍ 

 

 

◇競技順序  別表のとおり 
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◇参加資格 

（１）団体及び選手は、(公財)日本水泳連盟競技者登録2022年度完了であること。 

（２）2021年8月1日以降の（公財）日本水泳連盟公認大会（記録会）において、以下に示す標準記

録を突破しているもの（長水路・短水路は問わない） 

（３）(公財)日本スポーツ協会及び(公財)日本水泳連盟が定めた国体出場に関する諸規則を遵守する

こと。 

（４）参加する選手は健康診断を受け、健康である事を証明された者。なお、健康保険証を持参する

こと。 

 

◇標準記録  2022 年度（公財）日本水泳連盟資格級 15 歳～16 歳 5 級相当 

男子 自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー 

50ｍ    29.43   32.46   36.20   31.35 - 

100ｍ  1:04.25 1:09.93 1:18.29 1:08.43 - 

200ｍ  2:19.41 2:32.11 2:47.65 2:31.01 2:35.01 

400ｍ  4:55.60 - - - 5.29.62 

1500ｍ 19:34.47 - - - - 

      

女子 自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー 

50ｍ    32.41   35.80   40.29   34.49 - 

100ｍ  1:10.30 1:16.57 1:26.79 1:15.86 - 

200ｍ  2:31.26 2:44.37 3:04.55 2:45.25 2:49.51 

400ｍ  5:17.15 - - - 5.56.50 

800ｍ 10:50.63 - - - - 

 

◇参加制限 

（１）１名２種目以内とする。なお、1 種目の標準記録を突破している場合、2 種目エントリー可能と

する。 

（２）第 77 回国民体育大会に出場を希望する選手は、国体予選会対象競技種目（区分別）に１種目以

上エントリーすること。 

（３）高校生については、各高校単位での申込を基本とする。 

 

◇申込方法 

（１）(公財)日本水泳連盟の競技者登録のホームページよりＷｅｂエントリーをしてください。 

（２）Ｗｅｂエントリーから印刷した①～③に④別添を同封して提出ください。 

①競技会申込明細表             ②競技会申込（エントリー）データ一覧表 

③競技会申込（エントリーＴＩＭＥ）一覧表  ④別添 申込一覧表   

（３）高等学校エントリーについては、高体連水泳専門部指定の申込一覧表(１部)を同封すること。 

（４）申 込 先 〒992-0047 米沢市徳町 333  

米沢市営プール内 大会事務局 電話/FAX：0238-24-5833 

 

（５）参 加 料 本大会に参加する監督・選手は、次の参加料を水泳競技事務局に書留で送金、また

は下記口座に振り込むこと。 

選 手：①１種目 1,500 円、②プログラム 600 円（全員購入） 

監 督：１人 1,500 円（参加申し込みのない監督は、会場に入場できません） 

※少年が参加する団体は、必ず１名以上の監督が引率すること。 

※成年選手が少年の監督を兼ねる場合は、監督参加料は不要とする。 

※少年Ｃ区分のみ参加の団体は、監督参加料は不要とする。 

振込先：山形銀行 米沢市役所出張所 普通 0106364 水泳大会 事務局 高橋 稔 

（６）申込締切 Ｗｅｂエントリー：令和４年７月４日（月） 

申込書・参加料 ：令和４年７月６日（水）正午 
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 （７）申込確認 エントリー確認は、（一社）山形県水泳連盟ホームページにより７月６日（水）～７ 

月７日（木）を予定しております。訂正のあるチームは、７月７日（木）午後３時 

までにメールで大会事務局にお知らせください。なお、訂正はできますが、エント 

リーの取り消し・追加はできません。 

 

◇表  彰 （１）山形県選手権 

①男女別に各種目の１位～３位に賞状を授与する。また、優勝者には盾を授与する。 

②男女別に最優秀選手に加藤総業杯を授与する。 

③男子 100ｍ自由形の優勝者にはその栄光をたたえ五十嵐杯を授与する。 

（２）国 体予選会：国体予選会競技種目で男女別に参加区分ごとに１位～３位まで賞状

を授与する。 

（３）表彰式の実施については当日の状況等により判断する。表彰式を行わない場合は、

参加団体に郵送等により対応する。 

 

◇第 77 回国民体育大会山形県代表選手の選考 

以下の要件を満たした選手を（一社）山形県水泳連盟選手選考委員会に諮った上で決定する。 

（１）（公財）日本水泳連盟が定める参加資格を満たしているもの（年齢、各種要件、標準記録突破

者等）の内、実施種目の最上位者 1 名を優先して選考する。 

（２）リレー種目の選考については、（一社）山形県水泳連盟競泳委員会が示すリレー種目の参考記

録を個人記録上位 4 名の記録合計で上回り、かつ個人での参加資格を満たしているものが複

数いることや、本大会での入賞等の可能性を選考委員会にて総合的に判断し決定する。 

なお、男子 4×200ｍフリーリレーの選手選考については、本競技会終了後の「山形県チャレ

ンジ記録会（長水路）」も選考記録とする。 

 

◇大会情報 (一社)山形県水泳連盟ホームページ等で確認ください。 

 

◇個人情報・肖像権に関すること 

記入いただく個人情報・肖像権の取扱いは(公財)日本水泳連盟が示した「公式競技会及び公認

競技会における個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて」に沿って対応します。 

 

 

◇問合せ先  米沢水泳連盟  事務局 上野 英輔（うえの えいすけ） 

メール：u4n5@yahoo.co.jp   電話：090-1064-9353 

 

◇その他 

（１）大会運営は、(公財)山形県スポーツ協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を原

則とし、(一社)山形県水泳連盟「主催大会における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライ

ン」に基づき行う。監督・選手は必ず事前に確認すること。 

（２）参加者は、大会７日前から当日まで体温及び健康状態をチェックすること。また、参加者は大

会後７日間の健康状態を記録しておくこと。 

（３）参加選手及び監督に入場許可証を発行する。許可証は事前に送付することとし、会場内では、

常に携行し周囲から見えるようにすること。 

（４）開催可否の判断は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ直前及び当日であっても中

止する場合がある。開催中止となった場合は、準備等にかかった経費を除いた参加料を各団体の

口座に返金する。 

（５）新型コロナウイルス感染拡大の状況により、大会の縮小や運営方法の変更、また、参加選手の

エントリー状況により、参加者数の削減依頼や大会日程の変更をする場合がある。 

（６）観客入場の可否については、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ判断する。（一社）

山形県水泳連盟ホームページを確認すること。また、入場可と判断した場合には、(公財)山形県
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スポーツ協会「観客の管理に関するガイドライン」を踏まえ感染対策を行いながら有観客で競技

を行う。 

  なお、プール周辺の駐車場は競技役員が優先で使用することとなるため、応援の方はプール北側

にある市営サッカー場駐車場（徒歩２分）をご利用願います。 

（７）競技開始に合わせた来場及び競技終了した選手は原則保護者等の協力を得て退場するなど、三

密回避に協力すること。 

（８）会場内での競技結果の張り出しは行わない。競技結果速報サービスで確認すること。 

（９）国体予選種目については全レース終了後、山形県チャレンジ記録会（長水路）を開催します。詳

細は、（一社）山形県水泳連盟ホームより要項等を確認すること。 

（10）釜石オープンウォーター（兼 OWS 本県国体予選会）が中止となった場合は、本大会の 1500ｍ自由

形（男子）及び 800ｍ自由形（女子）で国民体育大会 OWS 競技の選考対象とすることから、OWS 本県

国体予選会に申込した選手は、自動的に本大会の 1500ｍ自由形（男子）及び 800ｍ自由形（女子）

にエントリーされるものとする。 

 

 

 

（別表）競技順序 

 

令和４年７月３０日（土） 

1. 800ｍ自由形        タイム決勝 2. 1500ｍ自由形         タイム決勝 

 

令和４年７月３１日（日） 

3   400ｍ個人メドレー★    タイム決勝 

4.  200ｍ自由形        タイム決勝 

5.  50ｍ自由形★       タイム決勝 

6. 200ｍバタフライ★     タイム決勝 

7.   50ｍバタフライ      タイム決勝 

8.  200ｍ背泳ぎ★       タイム決勝 

9.   50ｍ背泳ぎ        タイム決勝 

10.  200ｍ平泳ぎ★       タイム決勝 

11.   50ｍ平泳ぎ        タイム決勝 

12.  400ｍ自由形★       タイム決勝 

13.  200ｍ個人メドレー★    タイム決勝 

14.  100ｍ自由形★       タイム決勝 

15.  100ｍバタフライ★     タイム決勝 

16.  100ｍ背泳ぎ★       タイム決勝 

17.  100ｍ平泳ぎ★       タイム決勝 

★は国体予選の部  

 

  


