
第５７回岡山県中学校総合体育大会 (競泳の部) 要項 

１  目  的   本大会は，中学校教育の一環として，中学校生徒に広く水泳競技実践の機会を与え，技能の向上とアマチ
ュアスポーツ精神の高揚をはかり，心身ともに健康な中学校生徒を育成するとともに，中学校生徒の相互の
親睦をはかるものである。 

 
２ 主  催  岡山県中学校体育連盟  岡山県教育委員会  倉敷市教育委員会 

NPO法人岡山県水泳連盟  山陽新聞社 
 
３  主  管  岡山県中学校体育連盟水泳部・岡山県中学校体育連盟倉敷支部 
 
４ 後  援  公益財団法人岡山県体育協会 
 
５  会  期  令和元年7月13日(土)～14日(日) 
 
６  日  程   開会式  7月13日(土) 10:15～  競技開始10:45～ ［開門予定9:00］ 
                    7月14日(日)        競技開始10:00～ ［開門予定9:00］ 

閉会式   7月14日(日)  15:30～ 
 
７  会  場  倉敷市屋内水泳センター    倉敷市新田2458  TEL 086-424-9192 
 
８  参加資格  (1)参加者は岡山県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し，学校教育法第１条にもとづく当該中学校生徒であ

る。 
         (2)年齢は，平成16年４月２日以降に生まれたものに限る。 

(3)前項以外の生徒が参加を希望する場合は，その年度の６月30日までに，岡山県中学校体育連盟を通して
(公財)日本中学校体育連盟に申し出ること。 

(4)学校教育法134条の各種学校(１条校以外)に在籍し，各支部中学校体育連盟の予選会に参加を認められ
た生徒であること。参加を希望する各種学校には別に定める条件を具備すること。 

(5)参加制限タイムを突破し，学校長が認めたもの。 
(6)個人情報の取り扱い(利用目的) 

大会の主催者は，個人情報保護に関する法令を遵守し，岡山県中学校体育連盟個人情報保護方針・規程
に基づき，取得する個人情報について適正に取り扱う。取得した個人情報は，競技大会の資格審査・競
技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表(記録集)
等，その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。 

 
９  参加制限   (1)参加生徒の引率・監督は，出場校の校長・教員・部活動指導員とする。ただし校長・教員・部活動指導

員が引率できず，校長がやむを得ないと判断した場合に限り，「岡山県中学校総合体育大会及び岡山県
中学校秋季体育大会引率細則」により，校長が引率者として承認した外部指導者の引率を認める。その
際には，所定の書類（別紙様式１～６）を岡山県中学校体育連盟会長他に提出すること。 

          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。 
（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。） 

(2)コーチ(外部指導者)は，当該学校長の認めたものとする。 
(3)１校１種目３名以内，１人２種目以内。(リレーはのぞく)  
(4)リレーは男女とも１校１チームとする。  
(5)個人種目の選手選考にあたっては，制限タイム表を参照のこと。 

             
10  競技規則  2019年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則による。 
 
11 競技方法  (1)男女別総合の学校対抗戦とする。 

(2)800m自由形，1500m自由形，4×100mフリーリレー，4×100mメドレーリレーはタイムレース決勝とする。
その他は予選・決勝を行うものとする。 

        (3)種目毎に１位８点，２位７点，…８位１点(リレー種目は倍点)とし，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に従って決定する。 
① リレ－による得点が多い学校 
② 入賞者数の多い学校（ただし，リレ－は４人とする。） 
③ １位の数の多い学校 
④ ２位の数の多い学校（８位までこれにならう） 

 
12 種  目 自 由 形 (男女)     50m 100m 200m 400m 800m(女) 1500m(男) 
  平 泳 ぎ (男女)         100m 200m 
  背 泳 ぎ (男女)         100m 200m 
  バタフライ (男女)         100m 200m 
  個人メドレー(男女)         200m 400m 
  フリーリレー，メドレーリレー(男女)  400m 
 
13 表  彰 各種目決勝３位まで表彰する。 
  学校対抗は男女別総合３位まで表彰する。 



14 参加申込 (1)大会運営費一部負担金：１人800円(当日受付)  
  (2)申込方法：①中体連水泳部ホームページ上の「Web-SWMSYS」から出場種目を入力する。 

②「Web-SWMSYS」上で，競技会申し込み（エントリー）一覧，競技会申し込み（エント
リーTIME）一覧，競技会申し込み（リレー）一覧（該当校のみ）を印刷する。 

③中体連水泳部ホームページから学校参加申込用紙・個人申込用紙をダウンロードし，②，
③の用紙を総社市立総社中学校 澤木正晴 へ送付する。 

（必ず①～③のすべてを行うこと） 
(3)申込期限：令和元年６月21日(金)必着 
(4)申込先：〒719-1142 総社市秦５４０  総社市立総社中学校 澤木 正晴 宛 

℡(0866)92-0936  FAX(0866)94-2838 
 
15 エントリー  (1)日時：令和元年６月28日(金)9:30～ 

会議     (2)場所：岡山市立芳田公民館 
(3)方法：県中体連水泳部理事による。 

 
16 打合せ会 大会当日の9:25より監督（引率教員）ならびに競技役員の打合せ会を行う。 
 
17 競技順序 【１日目】   【２日目】 

(決勝)     800ｍ自由形・1500ｍ自由形   400ｍ自由形 
  50ｍ自由形(女，男)  200ｍ個人メドレー 
  400ｍ個人メドレー       100ｍ背泳ぎ 
  200ｍ背泳ぎ   100ｍ平泳ぎ 
  200ｍ自由形   100ｍバタフライ 
  200ｍバタフライ   100ｍ自由形 
  200ｍ平泳ぎ   4×100ｍメドレーリレー 
  4×100ｍフリーリレー 
 
18 そ の 他  (1)本大会は，全国中学校体育大会および中国中学校選手権大会の予選を兼ねる。 

(2)本大会で個人種目３位以内，およびフリーリレー，メドレーリレーの１位のチームは，中国中学校選
手権大会に出場できる。 

(3)本大会で標準記録を突破(同タイムを含む)した者は，中国中学校選手権大会・全国中学校体育大会に
出場できる。 

(4)引率者は原則として終日競技役員を兼ねる。 
(5)別紙の「岡山県中学校総合体育大会水泳競技の部参加について(大会参加上の注意)」をよく読むこと。 

         (6)大会中止による上位大会への参加の有無・出場決定方法等については，県中体連理事会で決定した方
法により選出し，出場者・チームが所属する中学校を通して連絡をする。 

         (7)その他，不測の事態が生じた場合は，別途協議する。 
 
19 制限タイム表  (1)ねらい：参加選手の競技力向上と大会運営の能率化を図る。 

(2)参加基準：各種目の選手選考にあたっては，下記の参加制限タイム(長水路・短水路のいずれでもよ
い)を守ること。 

 
種目 距離 男子タイム 女子タイム 
自由形 50m 29.5 31.9 

 100m 1:06 .3 1:11 .4 
 200m 2:24 .0 2:33 .8 
 400m 5:05 .1 5:22 .0 
 800m － 10:40 .5 
 1500m 19:22 .5 － 

背泳ぎ 100m 1:12 .6 1:17 .9 
 200m 2:37 .3 2:47 .1 

平泳ぎ 100m 1:21 .0 1:28 .2 
 200m 2:53 .3 3:07 .4 

バタフライ 100m 1:10 .8 1:17 .0 
 200m 2:36 .2 2:47 .9 

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200m 2:40 .4 2:52 .0 
 400m 5:40 .8 6:01 .6 

フリーリレー 400m 4:25 .2 4:45 .6 
メドレーリレー 400m 4:50 .7 5:14 .5 

 
20 連 絡 先 
 
 
 

＜岡山県中体連水泳部事務局＞ 
〒711-0913 倉敷市児島味野4丁目2-56   Tel 086-472-2266 

倉敷市立味野中学校      Fax 086-472-2905 
＜水泳部理事長＞     和 田  浩太郎 

 


