
第７０回青森県高等学校選手権水泳競技大会 

第６５回東北高等学校選手権水泳競技大会県予選会 
実施要項 

 

主 催  青森県高等学校体育連盟水泳専門部 

共 催  青森県高等学校体育連盟 

後 援  青森県教育委員会 

主 管  青森県高等学校体育連盟水泳専門部・青森県水泳連盟・青森水泳協会 

 

 

１ 期 日 

 （１）開会式  平成２９年６月２４日（土） １０時３０分～ 

 （２）競 技  平成２９年６月２４日（土） １１時００分～ 

                ２５日（日） １１時００分～ 

 （３）閉会式  平成２９年６月２５日（日） 競技終了後 

 

２ 会 場 

    青森県総合運動公園５０Ｍプール 

     〒038-0021 青森市大字安田字近野２３４－７  ℡ 017-766-1243 

 

３ 競技種目 

種  目 男  子 女  子 

自 由 形  50m 100m 200m 400m 1500m  50m 100m 200m 400m 800m 

背 泳 ぎ  50m 100m 200m  50m 100m 200m 

平 泳 ぎ  50m 100m 200m  50m 100m 200m 

バ タ フ ラ イ  50m 100m 200m  50m 100m 200m 

個人メドレー 200m 400m 200m 400m 

フリーリレー 4×100m 4×200m 4×50m 4×100m 

メドレーリレー 4×100m 4×100m 

 

４ 競技規則 

    (公財)日本水泳連盟規約（競技規則）による。 

 

５ 競技方法 

 （１）学校対抗とし、選手権獲得校の決定方法は、下記による。 

    個人種目は、１位８点、２位７点・・・８位１点とし、リレー種目は１位 16 点２位 14 点、・・・

８位２点とする。同着の場合は、その順位の得点をそれぞれに与える。総合得点の最も多い

学校を優勝校とする。ただし、自由形を除く 50m 種目並びに女子 4×50m フリーリレーについ

ては、学校対抗の得点に加算しない。 

    総合得点が同じ場合は、次の順序に従って順位を決定する。 

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、リレーは４と計算する。） 

     ③１位の数。 

     ④２位の数。（以下８位までこれにならう。） 

 （２）各種目とも、予選はタイムレースとし、予選８位までを決勝進出者とする。 

 （３）女子 800m 自由形、男子 1500m 自由形、自由形を除く 50m 種目はタイムレース決勝とする。 

 （４）出場選手数が８名以下の種目は、予選を実施せず決勝のみを実施する。 

 （５）決勝進出において、同記録で予定人員を超えた場合は、スイムオフを行い決勝進出者を決定

する。 



６ 参加資格 

 （１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 

 （２）選手は、青森県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、平成 29(2017)年度(公財)日本水泳

連盟競技者登録を完了した者に限る。 

 （３）選手は平成 10(1998)年４月２日以降に生まれた者とする。 

    ただし、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

 （４）チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

 （５）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

 （６）第１学年を除き、在学１年未満の者は参加を認めない。なお、第１学年でも学年の途中で編

入した者は認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。ただし、一家転住等やむを得ない場

合は、青森県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りでない。 

 （７）出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。 

 （８）参加資格の特例 

ア 上記（１）（２）に定める生徒以外で、当該競技実施要項により参加資格を満たすと判断

され、青森県高等学校体育連盟が推薦した生徒について、全国高等学校総合体育大会開催要

項の別途に定める規定に従い大会参加を認める。 

イ 上記（３）の但し書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は同

一競技３回限りとする。 

 

７ 引率・監督 

 （１）引率責任者は、校長の認める当該校の職員とする。 

    ただし、「 同意書 」が提出された場合にはこの限りではない。 

 （２）監督は、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険（スポー

ツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

 

８ 参加制限 

    １校１種目３名以内、１名２種目以内（ただし、リレーを除く。）とする。 

    ただし、自由形を除く 50m種目については、参加制限を設けない。 

 

９ 参加申込 

 （１）申込方法 

    Web－Swmsys によりエントリーを行う。 

    ※Web-Swmsys エントリー締切り ５月３１日（水） 

 （２）提出書類等 

    ①Web－Swmsys により全ての種目のエントリー後、集計画面より印刷した「エントリーTIME

一覧」「リレー一覧」 

    ②「第７０回青森県高等学校選手権水泳競技大会 申込書」 

（３）申込先  

６月２日(金)１６時００分から行われる第７０回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大 

会監督会議に持参すること。 

 

10 参加料 

    個人種目：１種目 １,０００円 、リレー種目：１種目 １,５００円 

    ※参加料は、平成２９年６月２３日(金)１４時４５分より、青森県総合運動公園５０Ｍプー

ルサイドにて徴収する。 

 

11 表 彰 

    優秀な成績を収めた者を表彰する。 

    ①男女とも各種目の第３位までを表彰し、賞状を授与する。 

     また、第４位から第８位までには賞状を授与する。 



 ②総合成績 

      男女とも第８位までの学校を表彰し、賞状を授与する。 

      優勝校には優勝旗を授与する。 

    ③特別表彰 

      男子・女子の優秀選手にそれぞれ青森県水泳連盟会長賞を授与する。 

 

12 東北大会への参加資格  

 （１）本大会において各種目決勝８位までの入賞者及びチーム 

    ただし、次の種目は除く。 

    50m背泳ぎ、50m平泳ぎ、50m バタフライ並びに女子 4×50mリレー  

 （２）女子 800m 自由形及び男子 1500m 自由形においては、８位入賞者であっても下記の制限タイ

ムを突破しなければ参加資格は与えられない。 

    女子 800ｍ自由形 １１分２０秒  男子 1500ｍ自由形 ２０分００秒 

 

13 組合せ 

    平成２９年６月３日(土)、鯵ヶ沢町スポーツセンター室内温水プールにおいて組合せを行う。 

 

14 宿 泊 

 （１）宿泊料金 

    第７０回青森県高等学校総合体育大会宿泊要項に準じるが、宿泊先によっては料金が異なる

場合もある。 

 （２）申込方法 

    各校で手配すること。 

 

15 監督会議 

    ６月２３日(金) １５時００分～  青森県総合運動公園５０Ｍプールサイド 

 

16 練習日程 

    ６月２３日(金) １３時００分～１５時４５分 

      ２４日(土)  ９時００分～１０時１５分 

      ２５日(日)  ９時００分～１０時３０分 

 

17 連絡事項 

 （１）本大会は、東北大会の出場資格を得ることができる大会であり、出場資格を得たものが、東

北大会を棄権することがないよう充分考慮した上で申し込むこと。 

 （２）プログラムの無償配付は、次のとおりとする。 

    引率・監督：１名につき１部、選手：男女あわせて５名につき１部 

 （３）競技中の疾病、負傷等の応急処置は主催者側において行うが、その他の責任は負わない。な

お、参加者は健康保険証を持参すること。 

 （４）引率責任者は、選手の行動に対して責任を負うものとする。 

 （５）選手は、会場内において日本水泳連盟選手登録のＩＤカードを必ず身に付けること。 

 （６）プールでは、スイミングキャップを着用すること。 

 （７）大会期間中における会場の開場時間は、練習日程の使用開始時間とする。 

 （８）本大会は、各校顧問並びに青森水泳協会員で運営するので協力すること。 



 競 技 日 程  

 

第１日 ６月２４日(土) 

 

 １ 女子  4×100m メドレーリレー (予選) 

 ２ 男子  4×100m メドレーリレー (予選) 

 ３ 女子      50m 自由形         (予選) 

 ４ 男子      50m 自由形         (予選) 

 ５ 女子     200m 背泳ぎ         (予選) 

 ６ 男子     200m 背泳ぎ         (予選) 

 ７ 女子     200m バタフライ     (予選) 

 ８ 男子     200m バタフライ     (予選) 

 ９ 女子     200m 自由形         (予選) 

 10 男子     200m 自由形         (予選) 

11 女子     400m 個人メドレー   (予選) 

 12 男子     400m 個人メドレー   (予選) 

 13 女子     200m 平泳ぎ         (予選) 

 14 男子     200m 平泳ぎ         (予選) 

 15 女子  4× 50m フリーリレー   (予選) 

 16 男子  4×100m フリーリレー   (予選) 

 

 17 女子  4×100m メドレーリレー (決勝) 

 18 男子  4×100m メドレーリレー (決勝) 

 19 女子     800m 自由形         (決勝) 

 20 男子    1500m 自由形         (決勝) 

21 女子      50m 自由形         (決勝) 

 22 男子      50m 自由形         (決勝) 

 23 女子     200m 背泳ぎ         (決勝) 

 24 男子     200m 背泳ぎ         (決勝) 

 25 女子     200m バタフライ     (決勝) 

 26 男子     200m バタフライ     (決勝) 

27 女子     200m 自由形         (決勝) 

 28 男子     200m 自由形         (決勝) 

29 女子     400m 個人メドレー   (決勝) 

 30 男子     400m 個人メドレー   (決勝) 

 31 女子     200m 平泳ぎ         (決勝) 

 32 男子     200m 平泳ぎ         (決勝) 

 33 女子      50m 背泳ぎ         (決勝) 

 34 男子      50m 背泳ぎ         (決勝) 

 35 女子      50m バタフライ     (決勝) 

 36 男子      50m バタフライ     (決勝) 

 37 女子      50m 平泳ぎ         (決勝) 

 38 男子      50m 平泳ぎ         (決勝) 

 39 女子  4× 50m フリーリレー   (決勝) 

 40 男子  4×100m フリーリレー   (決勝) 

第２日 ６月２５日(日) 

 

 41 女子    200m 個人メドレー   (予選) 

 42 男子    200m 個人メドレー   (予選) 

 43 女子    400m 自由形         (予選) 

 44 男子    400m 自由形         (予選) 

 45 女子    100m 背泳ぎ         (予選) 

 46 男子    100m 背泳ぎ         (予選) 

 47 女子    100m バタフライ     (予選) 

 48 男子    100m バタフライ     (予選) 

 49 女子    100m 自由形         (予選) 

 50 男子    100m 自由形         (予選) 

 51 女子    100m 平泳ぎ         (予選) 

 52 男子    100m 平泳ぎ         (予選) 

 53 女子 4×100m フリーリレー   (予選) 

 54 男子 4×200m フリーリレー   (予選) 

 

 55 女子    200m 個人メドレー   (決勝) 

 56 男子    200m 個人メドレー   (決勝) 

 57 女子    400m 自由形         (決勝) 

 58 男子    400m 自由形         (決勝) 

 59 女子    100m 背泳ぎ         (決勝) 

 60 男子    100m 背泳ぎ         (決勝) 

 61 女子    100m バタフライ     (決勝) 

 62 男子    100m バタフライ     (決勝) 

 63 女子    100m 自由形         (決勝) 

 64 男子    100m 自由形         (決勝) 

 65 女子    100m 平泳ぎ         (決勝) 

 66 男子    100m 平泳ぎ         (決勝) 

 67 女子 4×100m フリーリレー   (決勝) 

 68 男子 4×200m フリーリレー   (決勝) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リレー種目の前後に、１０分程度の休憩を入れる。 

 


