
② 水泳競技 競技開始  １６日（土）１０：００  １７日（日）１０：００ 

 

【競泳競技】 

  １ 期 日   令和４年７月１６日（土）・１７日（日） 
 
２ 日 程       ７月１６日（土） 

                    選手・教員開場 ７：１５ 
                 （地区ごとに時間差をつける予定） 

           競技役員全体会 ９：００ 
                    競技開始          １０：００ 

      ７月１７日（日） 
   選手・教員開場 ７：１５ 

（地区ごとに時間差をつける予定）   

  競技開始         １０：００ 
    閉 会 式    １５：３０ 
  （学校対抗の得点発表をアナウンスのみで行う） 

 
                                 
 ３  会 場   長野運動公園総合運動場総合市民プール（アクアウイング） 
                長野市吉田５丁目１－１９ TEL０２６－２４４－７５５５ 
  

４ 競技種目および順序 
   （１）競技種目 
                          男子（１５種目） 
       自由形      ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
                     ４００ｍ １５００ｍ 
       背泳ぎ     １００ｍ ２００ｍ 
       平泳ぎ        １００ｍ ２００ｍ 
       バタフライ   １００ｍ ２００ｍ 
       個人メドレー   ２００ｍ ４００ｍ 
       フリーリレー   ４×１００ｍ 
       メドレーリレー ４×１００ｍ 

 
       女子（１５種目） 
    ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 
  ４００ｍ ８００ｍ 
  １００ｍ ２００ｍ 
  １００ｍ ２００ｍ 
  １００ｍ ２００ｍ 
  ２００ｍ ４００ｍ 
   ４×１００ｍ 
   ４×１００ｍ 

 
  （２）競技順序      

○第１日目    ７月１６日（土） 
   （1） 女子 4×100mフリーリレー   予選 
  （2） 男子 4×100mフリーリレー  予選 
  (3) 女子  ５０ｍ自由形       予選 
    (4)  男子  ５０ｍ自由形    予選 
    (5） 女子 ４００ｍ個人メドレー 予選 
  （6） 男子 ４００ｍ個人メドレー 予選 
  (7)  女子 ２００ｍ自由形    予選 
    (8)  男子 ２００ｍ自由形        予選 
   (9)  女子 ２００ｍバタフライ    予選 
   (10)  男子 ２００ｍバタフライ    予選 
   (11)  女子  ２００ｍ背泳ぎ        予選 
   (12)  男子 ２００ｍ背泳ぎ        予選 
   (13)  女子 ２００ｍ平泳ぎ        予選 
   (14)  男子 ２００ｍ平泳ぎ        予選 
   (15)  女子 ８００ｍ自由形    タイム決勝 
   (16)  男子１５００ｍ自由形    タイム決勝 

 (17)  女子  ５０ｍ自由形         決勝 
 (18) 男子  ５０ｍ自由形          決勝 
 (19)  女子 ４００ｍ個人メドレー    決勝 
 (20)  男子 ４００ｍ個人メドレー   決勝 
 (21)  女子 ２００ｍ自由形          決勝 
 (22)  男子 ２００ｍ自由形          決勝 
 (23)  女子 ２００ｍバタフライ      決勝 
 (24)  男子 ２００ｍバタフライ      決勝 
 (25)  女子 ２００ｍ背泳ぎ          決勝 
 (26)  男子 ２００ｍ背泳ぎ          決勝 
 (27)  女子 ２００ｍ平泳ぎ          決勝 
 (28)  男子 ２００ｍ平泳ぎ          決勝 
 (29)  女子  4×100mフリーリレー    決勝 
（30)  男子  4×100mフリーリレー  決勝 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



○第２日目  ７月１７日（日） 
   （31） 女子 4×100mﾒﾄﾞﾚﾘﾚｰ     予選  
   （32） 男子 4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ    予選 
    (33)  女子 ２００ｍ個人メドレー 予選 
    (34) 男子 ２００ｍ個人メドレー 予選  
   （35） 女子 ４００ｍ自由形    予選 
  （36） 男子 ４００ｍ自由形    予選 
  (37)  女子 １００ｍバタフライ   予選 
    (38)  男子 １００ｍバタフライ   予選 
    (39)  女子 １００ｍ自由形       予選 
    (40)  男子 １００ｍ自由形       予選 
    (41)  女子 １００ｍ背泳ぎ       予選 
    (42)  男子 １００ｍ背泳ぎ       予選 
    (43)  女子 １００ｍ平泳ぎ       予選 
    (44)  男子 １００ｍ平泳ぎ       予選 
    (45)  女子 ２００ｍ個人メドレー 決勝 
    (46)  男子 ２００ｍ個人メドレー 決勝 

 (47) 女子 ４００ｍ自由形        決勝 
 (48)  男子 ４００ｍ自由形          決勝 
 (49)  女子 １００ｍバタフライ      決勝 
 (50)  男子 １００ｍバタフライ      決勝 
 (51)  女子 １００ｍ自由形          決勝 
 (52)  男子 １００ｍ自由形          決勝 
 (53)  女子 １００ｍ背泳ぎ          決勝 
 (54)  男子 １００ｍ背泳ぎ          決勝 
 (55)  女子 １００ｍ平泳ぎ          決勝 
 (56)  男子 １００ｍ平泳ぎ          決勝 
 (57)  女子 4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ        決勝 
 (58)  男子 4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ        決勝 
 
 
 
 

 

 ６ 参加資格および制限  
   ① 各種目において地区予選会で上位３位までに入賞した者。ただし、リレー種目におい   
    ては参加標準記録に達したチームに限る。（フリーリレー・メドレーリレーはそれぞれ１チ 
    ーム６名までエントリー可能） 
    ② 地区大会で下記の標準記録に達した者、及びチーム。（１００分の１秒までを対象とする） 
    ③ 次の種目に制限時間をもうける。したがって、①の項目に該当しても、下記（１）（２） 
    の記録に達しない者は出場できない。 
         （１）男子１５００ｍ自由形 ２４分００秒００ 
         （２）女子 ８００ｍ自由形 １４分３０秒００ 
    ④（公財）日本水泳連盟に所属中学校名での登録が完了しているもの。 
  
【参加標準記録】    

 
種   目 

 
距  離 

 
男     子 

 
女     子 

 
 
 

自 由 形 
 
 
 

 
５０ｍ 

１００ｍ 
２００ｍ 
４００ｍ 

     ８００ｍ 

   １５００ｍ 

 
３２．３７ 

１：１０．６６ 
２：３３．２２ 
５：２５．２１ 

 
３４．８９ 

１：１５．７３ 
２：４３．１５ 
５：４１．８８ 

１１．４０．９６    

２１：２９．５７    
 

背 泳 ぎ 
 

 
１００ｍ 

２００ｍ 

 
１：１６．９７ 

２：４７．０７ 

 
１：２２．４５ 

２：５７．１５ 
 

平 泳 ぎ 
 

 
１００ｍ 

２００ｍ 

 
１：２６．１７ 

３：０４．３３ 

 
１：３３．４５ 

３：１８．６８ 
 

バタフライ 
 

 
１００ｍ 

２００ｍ 

 
１：１５．１９ 

２：４５．９２ 

 
１：２１．７４ 

２：５８．１３ 
 

個人メドレー 
 

 
２００ｍ 

４００ｍ 

 
２：５０．６３ 

６：０３．２１ 

 
３：０２．６９ 

６：２４．３８ 
 

フリーリレー 
 

４００ｍ 

 

※４：３５．００ 

 

※５：２０．００ 
 
メドレーリレー 

 

 

４００ｍ 
 

 

※５：２５．００ 
 

 

※６：００．００ 
 

地区予選会は長水路を原則とする。 
「※」･･･参加資格は、リレー種目においては参加標準記録に達したチームに限る 
 



７ 参加料 
        参加選手１名につき３００円とする。（リレー選手の補欠も３００円とする） 
       参加料は大会当日の学校受付で学校毎まとめて「参加料納付書」とともに納入する。 

「参加料納付書」は長野県中学校体育連盟ホームページよりダウンロードして記入すること。 
   

８ 引率者および監督 
   ①引率・監督は当該校の校長・教員・部活動指導員（※１）とする。部活動指導員が引率・監

督を務める場合は、「参加申込書」の監督者及び引率者の欄に指示されている印をつけ、必
要事項を記入する。なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 

（※１）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に示されている者を
いう。以下同じ。 

   ②本連盟が主催する大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者
（コーチ）、トレーナー等は、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うけていないものであること。なお、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。（左記については別に定める
対応に準拠する） 

 
 ９ 競技規則 
      （１）２０２２年（公財）日本水泳連盟競泳競技規則による。 
   （２）水着、ウェアのロゴ・マーク規定は（公財）日本水泳連盟が定める以下の①～③の各項 
     目に則って行われる。 
    ①ついていてもよいもの 
      自分の氏名、エントリーした所属（チーム・学校・クラブ等）の名称やマーク。 
      国旗・国または地域の名称、都道府県や市町村の名称やマーク。 
      公式競技会および公認競技会のシンボルマークや本連盟が認めたもの。 
      水着・ウェア等のメーカーロゴ・マーク。 
      事前に届出承認がされている、スポンサーロゴ。 
    ②それぞれの大きさと数 
      それぞれの大きさ（サイズ）は着用前の面積とします。採寸方法は正方形または長方形 
      とみなし、縦×横で面積を求めます。それぞれの面積は最大を示し、その範囲内であれ 
       ば大きさに規定はない。 

  
 マークの種類／用途 
 

水着についていて 
よい大きさと数 
 

 ウェアについてい
てよい大きさと数 
 

その他のものにつ
いていてよい大き
さと数 

自分の氏名、エントリーした所
属の名称・マーク、国旗・国ま
たは地域等の名称やマーク、公
式・公認競技会のマークや本連
盟が認めたもの 

競泳は50㎠以内で 
１カ所。 
競泳以外の競技は大
き 
さ数に制限はなし。 

 
 大きさ数に 
 制限はなし。 
 
 

 
  大きさ数に 
 制限はなし。 
 
 

 
メーカーのロゴ・マーク 
 
 
 

メーカーロゴまたは
マ 
ークは30㎠以内で１
カ所。（注１） 
 

メーカーロゴは40

㎠以内で１カ所。マ
ークは20㎠以内であ
れば、いくつ、つい
ていてもよい。 

メーカーロゴは20

㎠以内で１カ所。マ
ークは20㎠以内であ
れば、いくつ、つい
ていてもよい。 

事前承認されたスポンサーロゴ  30㎠以内で１カ所。  40㎠以内で１カ所。  20㎠以内で１カ所。 
   注１ ワンピース水着の場合は、ウエストより上に１つウエストより下に１つ許され、ツーピ 
     ース水着の場合は、上部に１つ下部に１つが許される。ただし、これらの商標名は相互  
     に隣接して置くことはできない。 
   ③ 国内競技会での競泳水着の取り扱いについて 
    日本水泳連盟並びに加盟団体が主催する競技会（公式競技会）と公認された競技会（公認 
    競技会）の競泳競技において、着用できる水着は下記の通りです。 
     Ⅰ ＦＩＮＡの公認した水着を着用すること。 
      ※規定に外れる水着を着用して泳いだ場合の記録は、各公式・公認競技において参考 



      記録扱いとなり、決勝への出場および全国大会や国際大会などの標準突破記録とし  
      て認められず、本連盟のランキングにも反映されない。 
     Ⅱ 着用できる水着は１枚のみとし、水着の重ね着は禁止する。 
     Ⅲ 水着へのテーピングおよび２次加工は禁止する。 
      ※水着の重ね着、水着へのテーピングおよび２次加工の規定に違反した場合は失格と 
       なる。 
                                  FINA 公認水着には左のよう 
                                  な承認マークが貼付られてい 
                                  る。 
 
 
 
 
１０ 競技方法 
     （１）男女別学校対抗および男女合わせた学校対抗とする。 
     （２）個人種目、リレー種目ともに予選１０レーン、決勝１０レーンで実施する。男子 1500m 
     自由形および女子 800m 自由形はタイム決勝とする。 
   （３）予選１０位までが決勝に進出する。決勝進出者に棄権者が出た場合には補欠を繰り上げ 
     て出場させる。また１０位同タイムの場合には、スイムオフは行わず、抽選により決勝  
    進出者を決定する。 
 
１１ 優勝校の決定法 

種目ごとに １位－８点 ２位－７点・・・８位－１点（リレーは、１位－１６点 ２位－
１４点・・８位－２点）とし、総得点の最も多い学校を優勝校とする。男女別に順位をつける。 

        総合得点が同じ場合は、以下の順により順位をつける。 
        ① リレーによる得点の多い学校 
        ② 入賞者の多い学校 （ただし、リレー種目は４人と計算する。） 
        ③ １位の数 
        ④ ２位の数（以下８位までこれにならう）  
 
１２ 表彰 
    （１）個人種目成績 
     各種目とも８位まで賞状を授与する。  

（２）総合成績 
男女別上位６チームまで総合成績を発表する。優勝校には賞状とトロフィーを贈る。 

３位まで賞状を贈る。 
男女合わせた総合成績は上位６チームまで発表する。優勝校・準優勝校に賞状とトロフィ
ーを贈る。３位まで賞状を贈る。 

    （３）表彰式 
      各種目の表彰式への参加は３位までとする。 
 
１３ 参加申込  
    （１）参加申込み方法 

①出場校は次の２つものを期日までに提出する。 
 Ⅰ 種目一覧表 （様式 1-1） 
 Ⅱ 参加者一覧表（様式 1-2） 
提出は期日必着。または、地区大会で出場が決まった時点で各地区専門委員長に提出のいず
れかとする。 

  （２）申込先 
            〒381-0004 長野市大町９４５番地    
         長野市立東北中学校 内 
           長野県中学校体育連盟水泳専門委員長  
          平 澤  峻  宛  TEL  ０２６－２９６－５４００ 
                                       FAX  ０２６－２９６－５４０２  



（３）申込締切日 
令和４年７月６日（水）までに必着のこと。申込期日に到着しないと予想される場合には、
ＦＡＸで（様式 1-1）（様式 1-2）を期日までに送付し、その後正式書類を「速達郵便」で郵
送すること。いずれも「郵送」に限り、配達までの期日に時間を要す「メール便」の使用は
禁止とする。 

      「種目一覧表（様式 1-1）」と「参加者一覧表（様式 1-2）」は、県中体連ホームページより
ダウンロードして記入すること。 

   

１４ 健康チェック 
     会場に入るすべての選手と顧問は、大会 2 週間前（地区大会翌日の 7/4(月)）から検温と体調管

理をおこなうこと。本要項のデータの最後にある様式２「健康チェック表」を大会当日に持参
すること。大会が２日間に渡る選手は２枚用意し、両日とも提出して入場すること。 

 
１５ 全国大会への参加資格 
     予選決勝を問わず以下の標準記録に達した者（チーム）は 
   令和４年８月１７日（水）～１９日（金）宮城県宮城郡利府町で開催される第６２回全国中学

校水泳競技大会に出場できる。出場権を得た学校の監督を対象に、大会２日目（7/17）閉会式
後会場にて監督者会を開催する。監督者会では申込必要書類を配布し、説明をする。 

   ＜標準記録＞ 
種       目 男     子 女     子 

５０ｍ自由形 ２４．９０ ２７．２８ 
１００ｍ自由形 ５４．６１ ５９．３７ 

               ２００ｍ自由形 １：５８．７５ ２：０８．４１ 
                ４００ｍ自由形 ４：１２．１８ ４：２９．５７ 
                ８００ｍ自由形   ９：２０．３０ 
              １５００ｍ自由形 １６：４７．８６   
                １００ｍ背泳ぎ １：０１．３１ １：０５．８０ 
                ２００ｍ背泳ぎ ２：１２．３６ ２：２１．５４ 
                １００ｍ平泳ぎ １：０６．７７ １：１３．４５ 
                ２００ｍ平泳ぎ ２：２３．８２ ２：３６．６６ 

１００ｍバタフライ ５８．１７ １：０３．６７ 
            ２００ｍバタフライ ２：０９．７７ ２：２０．２５ 

２００ｍ個人メドレー ２：１２．７２ ２：２３．７１ 
４００ｍ個人メドレー ４：４２．２７ ５：０４．３９ 
４００ｍフリーリレー ３：５１．６６ ４：１１．５９ 

        ４００ｍメドレーリレー ４：１６．４３ ４：３７．９２ 
      ①１／１００秒までを対象とする 
            ②フリーリレー・メドレーリレーにおける第一泳者の正式時間は、その対象としない。 
 
１６ 北信越大会への参加資格   期日 令和４年８月５日（金）長野県長野市           
     （１） 個人種目、リレー種目とも、上位４名まで出場できる。４着同順の場合も出場できる。 
   （２） 北信越大会の学校別参加申込および宿泊弁当申込書は、県中体連ホームページよりダウ

ンロードして記入すること。大会参加・宿泊弁当ともに県大会当日のみ受け付けるので、
用紙に学校長氏名・職印を捺印の上、県大会に持参し、出場が決まった時点で提出する。 

      当日申込み無き場合は、出場しないものとし、５位以下を繰り上げ出場させる場合もあ
るので注意すること。 

 
 
 
 
 
 
 



１７ その他 
 
（１） 
（２） 
（３） 
（４） 
 

 

（５） 
 
 
 
（６） 
 
（７） 
 
 

長野県水泳連盟の競技運営方針に則り、無観客での競技会とする。 

長野運動公園内の駐車場は送迎のみの使用とする。 

開会式、閉会式は行わない。学校対抗の得点発表などは、通告によるアナウンスのみとする。 
プログラムは１部５００円で販売。学校への無償配布はない。参加選手全員が購入すること。 
選手分は学校受付にて学校毎に参加人数分を販売する。プログラム代は参加料とは別々に徴収す
る。 
観覧席の選手座席割りを行う。（各郡市単位で割り振る）また、選手数の多い学校はプールサイ
ドへ指定場所を割り振る。（該当校には事前に大会事務局より連絡をする） 
各校の座席は入場後、引率教員の話合いによって決定する。よって早朝より順番待ちする必要は
ない。 
観覧席でのロープやシート、メモ等を使っての場所取りについては、大会本部がすべて 
撤去する。 
各校担当者および引率者は、上記事項について（特に   の部分が例年と異なる部分）、選手
保護者へ連絡すること。 

 
 
今後の詳しい情報は県中体連ホームページ及び県中体連水泳専門部のホームページで随時確認
のこと。 

 

 
  長野県中体連水泳専門部ホームページ 

      https://sites.google.com/view/naganojhswim 
       要項以外の水泳大会に関する情報はここに順次公開する。 
 
  長野県中学校体育連盟ホームページ  

         http://n-ctr.sakura.ne.jp/         

     申込書・参加料納付書等必要な書類はこちらからダウンロードすること。 
 

 


