
第６２回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会 

第３０回東北高等学校新人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・六ヶ所村・六ヶ所村教育委員会・六ヶ所村スポーツ協会 

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 

 

１ 期 日  令和４年９月２４日（土） 開  門     ８時２０分 

                    公式練習     ８時３０分～１０時３０分 

                    監督会議     ９時４５分～ 

                    競技役員打合せ １０時００分～ 

                    開会式     １０時４５分 

                    競技開始    １１時００分～ 

                    閉会式      競技終了後 

 

２ 会 場 

    六ヶ所村立屋内温水プール ろっぷ 

     〒039-3231 六ヶ所村大字尾駮字野附 992 番地  ℡ 0175-73-7308 

 

３ 競技種目 

種  目 男  子 女  子 

自由形  50m 100m 200m 400m  50m 100m 200m 400m 

背泳ぎ 100m 200m 100m 200m 

平泳ぎ 100m 200m 100m 200m 

バタフライ 100m 200m 100m 200m 

個人メドレー 200m 400m 200m 400m 

フリーリレー 4×100m 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、優勝校の決定方法は、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。 

    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、タイムレースで行う。 

 

 

 

 

 



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、2022 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 16(2004)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２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）大会２週間前において以下の事項に該当する場合は、大会への出場を見合わせること。 

・平熱を超える発熱 

・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状 

・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難） 

・臭覚や味覚の異常 

・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触した者 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ

の渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合 

 （９）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２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）校長から引率を委嘱された【部活動指導員】（学校教育法施行規則 78 条の 2 に示された者）

も可とする。ただし、部活動指導員に引率を委嘱する校長は、都道府県高体連会長に事前に

届け出る。 

 （３）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）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。 

 （２）社会の情勢により、出場制限を行う場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ９月６日（火） 

 （２）申込書類 

    Web－Swmsys により全ての種目のエントリー後、集計画面から以下を PDF 化したものを、メ

ールに添付して申し込むこと。（①～③の代表者・エントリー責任者の押印は不要） 

    ①競技会申し込み（エントリーTIME）データ一覧表 

     ※生徒のエントリー確認の押印またはサインを忘れずにお願い致します。 

    ②競技会申し込み（リレー）データ一覧表 ※リレー出場校のみ 

    ③競技会申込明細表 

 （３）送付先 〒036-8550 弘前市蔵主町７番地１ 弘前中央高等学校 成田 健 宛 

    メール narita-takeru@m04.asn.ed.jp 

 （４）申込期日 

    令和４年９月８日(木)正午 必着のこと。 

 

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、令和４年９月２４日（土）１０時００分より、ろっぷ研修室にて徴収する。 

 

11 表 彰 

     ①男女とも各種目の第８位までには賞状を授与する。種目毎の表彰式は行わない。 

     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。※表彰式は行わない。 

 

12 東北大会への参加資格（※社会の情勢により変更になる場合もある） 

 （１）本大会において下記種目決勝４位までの入賞者及びチーム 

自由形  50m 100m 200m 400m 

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 

 （２）参加資格を得た者が、何らかの事情により、第３０回東北高等学校新人水泳競技大会への出

場を辞退する場合には、順次繰り上げて参加資格を与える。 

 

13 組合せ 

    令和４年９月１０日(土) 組合せを行う。 

 

14 監督会議 

    ９月２４日(土)  ９時４５分～ ろっぷ研修室 

             競技終了後  ろっぷ研修室 

 

15 練習日程 

    ９月２４日(土) ８時３０分～１０時３０分（６０分ずつ２回に分けて実施） 

    ※参加人数により調整をします。詳細は監督会議資料でご確認ください。 

 

  



17 連絡事項 

 （１）プログラムの無償配付は、次の通りとする。 

    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 

 （２）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。 

 （３）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。 

 （４）プールでは、スイミングキャップを着用すること。 

 （５）選手及び引率教員、引率責任者は健康管理に関する「大会参加同意書」を高体連水泳専門部

ホームページからダウンロードし、事前に記入して大会当日、本部に提出すること。 

    ※「大会参加同意書」の提出がない場合は参加を認めない。 

 （６）大会終了後２週間以内に，新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，主催者に対して速

やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

 （７）選手は控室ではマスクを着用し、大声での会話、対面姿勢での会話は慎むこと。 

 （８）開会式・閉会式は簡素化して行う。 

 （９）本大会は無観客で実施する。保護者・コーチの入場は認めない。 

 （10）９月１２日（月）までに監督会議資料を水泳専門部ホームページに掲載するので確認するこ

と。 

 

競 技 日 程 

９月２４日(土) 

 １ 女子 4×100m メドレーリレー (タイム決勝) 

 ２ 男子 4×100m メドレーリレー (タイム決勝) 

 ３ 女子    400m 自由形         (タイム決勝) 

 ４ 男子    400m 自由形         (タイム決勝) 

 ５ 女子    400m 個人メドレー   (タイム決勝) 

 ６ 男子    400m 個人メドレー   (タイム決勝) 

 ７ 女子     50m 自由形         (タイム決勝) 

 ８ 男子     50m 自由形         (タイム決勝) 

 ９ 女子    200m 背泳ぎ         (タイム決勝) 

 10 男子    200m 背泳ぎ         (タイム決勝) 

 11 女子    200m バタフライ     (タイム決勝) 

 12 男子    200m バタフライ     (タイム決勝) 

 13 女子    200m 平泳ぎ         (タイム決勝) 

 14 男子    200m 平泳ぎ         (タイム決勝) 

 15 女子    200m 自由形         (タイム決勝) 

 16 男子    200m 自由形         (タイム決勝) 

 17 女子    200m 個人メドレー   (タイム決勝) 

 18 男子    200m 個人メドレー   (タイム決勝) 

 19 女子    100m 背泳ぎ         (タイム決勝) 

 20 男子    100m 背泳ぎ         (タイム決勝) 

 21 女子    100m バタフライ     (タイム決勝) 

 22 男子    100m バタフライ     (タイム決勝) 

 23 女子    100m 自由形         (タイム決勝) 

 24 男子    100m 自由形         (タイム決勝) 

 25 女子    100m 平泳ぎ         (タイム決勝) 

 26 男子    100m 平泳ぎ         (タイム決勝) 

 27 女子 4×100m フリーリレー   (タイム決勝) 

 28 男子 4×100m フリーリレー   (タイム決勝) 

※リレー種目の前後に、１０分程度の休憩を入れる。 


