
◇主　　催 一般社団法人秋田県水泳連盟

◇主　　管 秋田市水泳協会

◇後　　援 秋田県教育委員会　・　公益財団法人秋田県スポーツ協会

◇期　　日 令和５年２月２５日（土）～２６日（日）

開場時間　　両日　７時４５分

練習時間　　両日　８時００分～９時１０分

開会式　　　１日目　９時３０分

競技開始　　１日目　９時５０分　　２日目　　９時３０分

※開場時間、競技開始時間等は変更になる場合がある。

※入場やアップの仕方については、後日、連絡資料にて連絡する。

◇会　　場 秋田県立総合プール（２５m公認）

〒010-1623　秋田市新屋町字砂奴寄4-50　TEL018-895-5056

◇競技方法 ①
②

申込者が決勝進出者数の限度を超えない種目は予選を行わない。

予選はオーバーザトップ方式で行う場合がある。
③

◇参加資格 ①
②

③

④

⑤

⑥

◇参加制限 ① 種目数の制限はなし。

② 各団体は健康観察書を提出すること。

③ チームスタッフ（引率者）は２名までとする。

ただし、選手が１０名以上の場合は１名まで追加できる。

高校の参加に限りマネージャー（生徒）は１名までとする。

◇表　　彰 各種目とも、１位～３位に賞状を授与する。

個人には男子・女子各１名に優秀選手賞を授与する。

表彰基準は、各種目ごと1位の泳力級（各年齢区分による）で決める

同じ場合 1) 2種目目　3種目目　4種目目　・・・

2) 年齢の高い者

決勝は、予選の結果上位８名が出場できる。ただし、棄権者が出たときは、次
点上位より順次出場権を与える。（同タイムの場合は抽選により決定する）
ただし、400m以上の種目・リレーはタイムレース決勝とする

秋田県内に在学・勤務または在住している者。

2022年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行う。

予選は８レーンで行い、組み合わせは競技規則第３条４項（３）混合分け方式
による。

第20回　秋田県短水路選手権水泳競技大会実施要項

令和４年４月１日以降の公認大会において、参加標準記録（別紙）を突破した
者は、その種目(距離) に限り申し込むことができる。（25ｍプール、50ｍプー
ルは問わない）

リレーは今大会に個人種目で参加している選手での編成に限る。
各年齢区分に1チームまでエントリーできる。
（学童・中学・高校・一般・ＪＯ各年齢区分）

令和４年度（公財）日本水泳連盟競技者登録の完了者。

②に該当しない場合、秋田県内の中学または高校を卒業した者。

秋田県代表として、国体、インターハイ、全国中学に出場経験のある者は、公
認記録の有無は問わない。ただし、普段の練習で参加標準記録（別紙）をクリ
アしていること。



◇申込方法 ① ＷＥＢエントリーとする。

申込書とエントリータイム一覧を下記アドレスまで送付すること。

② 申込先 〒０１０－００６５　秋田市茨島４－３－３６

秋田アスレティッククラブ内　大会事務局

asr@agate.plala.or.jp

③ 振込先 秋田銀行　卸町支店

口座番号　普通１７９３３７

口座名義　秋田県水泳連盟

④ 申込金 個人種目 １種目 １，０００円

リレー種目 １種目 ２，０００円

プログラム １　部 ５００円

⑤ 締  切 令和５年２月３日（金）正午必着厳守

◇そ の 他 ① 参加チームは１名以上の競技役員を派遣すること。

競技役員の方の昼食は主催者側にて準備する。

② プログラム（１部　５００円）は参加者全員購入すること。

③ 選手・チームスタッフ・マネージャー以外の入場は不可とする。

④ 選手の控え場所は、主催者側でチームごとに割り当てる。
⑤

⑥ 今大会は無観客とする。
⑦

⑧ YouTubeによるライブ配信をする。
前日（２月２４日）のプール開放はしない。（５０ｍプールは営業）

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を熟知してから参加す
ること。（連盟HPに掲載）



Ｎｏ 性別 Ｎｏ 性別

１ 女子 ２００Ｍ 自由形 予選 ３３ 女子 ２００Ｍ 個人メドレー 予選

２ 男子 ２００Ｍ 自由形 予選 ３４ 男子 ２００Ｍ 個人メドレー 予選

３ 女子 ２００Ｍ 背泳ぎ 予選 ３５ 女子 １００Ｍ 自由形 予選

４ 男子 ２００Ｍ 背泳ぎ 予選 ３６ 男子 １００Ｍ 自由形 予選

５ 女子 ２００Ｍ 平泳ぎ 予選 ３７ 女子 １００Ｍ 平泳ぎ 予選

６ 男子 ２００Ｍ 平泳ぎ 予選 ３８ 男子 １００Ｍ 平泳ぎ 予選

７ 女子 ２００Ｍ バタフライ 予選 ３９ 女子 １００Ｍ バタフライ 予選

８ 男子 ２００Ｍ バタフライ 予選 ４０ 男子 １００Ｍ バタフライ 予選

９ 女子 ５０Ｍ 背泳ぎ 予選 ４１ 女子 １００Ｍ 背泳ぎ 予選

１０ 男子 ５０Ｍ 背泳ぎ 予選 ４２ 男子 １００Ｍ 背泳ぎ 予選

１１ 女子 ５０Ｍ 自由形 予選 ４３ 女子 １００Ｍ 個人メドレー 予選

１２ 男子 ５０Ｍ 自由形 予選 ４４ 男子 １００Ｍ 個人メドレー 予選

１３ 女子 ８００Ｍ 自由形 タイム決勝 ４５ 女子 ５０Ｍ 平泳ぎ 予選

１４ 男子 １５００Ｍ 自由形 タイム決勝 ４６ 男子 ５０Ｍ 平泳ぎ 予選

４７ 女子 ５０Ｍ バタフライ 予選

１５ 女子 ２００Ｍ フリーリレー タイム決勝 ４８ 男子 ５０Ｍ バタフライ 予選

１６ 男子 ２００Ｍ フリーリレー タイム決勝 ４９ 女子 ４００Ｍ 自由形 タイム決勝

１７ 女子 ４００Ｍ 個人メドレー タイム決勝 ５０ 男子 ４００Ｍ 自由形 タイム決勝

１８ 男子 ４００Ｍ 個人メドレー タイム決勝

１９ 女子 ２００Ｍ 自由形 決勝 ５１ 女子 ２００Ｍ メドレーリレー タイム決勝

２０ 男子 ２００Ｍ 自由形 決勝 ５２ 男子 ２００Ｍ メドレーリレー タイム決勝

２１ 女子 ２００Ｍ 背泳ぎ 決勝 ５３ 女子 ２００Ｍ 個人メドレー 決勝

２２ 男子 ２００Ｍ 背泳ぎ 決勝 ５４ 男子 ２００Ｍ 個人メドレー 決勝

２３ 女子 ２００Ｍ 平泳ぎ 決勝 ５５ 女子 １００Ｍ 自由形 決勝

２４ 男子 ２００Ｍ 平泳ぎ 決勝 ５６ 男子 １００Ｍ 自由形 決勝

２５ 女子 ２００Ｍ バタフライ 決勝 ５７ 女子 １００Ｍ 平泳ぎ 決勝

２６ 男子 ２００Ｍ バタフライ 決勝 ５８ 男子 １００Ｍ 平泳ぎ 決勝

２７ 女子 ５０Ｍ 背泳ぎ 決勝 ５９ 女子 １００Ｍ バタフライ 決勝

２８ 男子 ５０Ｍ 背泳ぎ 決勝 ６０ 男子 １００Ｍ バタフライ 決勝

２９ 女子 ５０Ｍ 自由形 決勝 ６１ 女子 １００Ｍ 背泳ぎ 決勝

３０ 男子 ５０Ｍ 自由形 決勝 ６２ 男子 １００Ｍ 背泳ぎ 決勝

６３ 女子 １００Ｍ 個人メドレー 決勝

３１ 女子 ４００Ｍ メドレーリレー タイム決勝 ６４ 男子 １００Ｍ 個人メドレー 決勝

３２ 男子 ４００Ｍ メドレーリレー タイム決勝 ６５ 女子 ５０Ｍ 平泳ぎ 決勝

６６ 男子 ５０Ｍ 平泳ぎ 決勝

６７ 女子 ５０Ｍ バタフライ 決勝

６８ 男子 ５０Ｍ バタフライ 決勝

６９ 女子 ４００Ｍ フリーリレー タイム決勝

７０ 男子 ４００Ｍ フリーリレー タイム決勝

昼　休　み

休　　憩

昼　休　み

休　　憩

競　　技　　順　　序

第　１　日　目

種　　　　　　目

第　２　日　目

種　　　　　　目


