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第５０回 秋田県高等学校新人水泳競技大会大会要項

１．主 催 秋田県高等学校体育連盟・秋田市教育委員会・秋田県水泳連盟

２．共 催 秋田県

３．後 援 秋田市・各報道機関

４．主 管 秋田県高等学校体育連盟水泳専門部・秋田市水泳協会

５．期 日 平成３０年９月２２日（土）～９月２３日（日）

６．会 場 秋田県立総合プール（公認２５ｍ・８レーン）

７．競技方法 男女別学校対抗（予選タイムレース・決勝進出は８名とする。ただし、女子８００ｍ

自由形及び男子１５００ｍはタイムレース決勝とする。）

８．競技規定 平成３０年度（公財）日本水泳連盟競技規定による。

９．種 目 男子１６種目・女子１５種目（距離は全てｍ単位）

自由形 ５０・１００・２００・４００

８００（女子のみ）・１５００（男子のみ）

背泳ぎ １００・２００ 平泳ぎ １００・２００

バタフライ １００・２００ 個人メドレー ２００・４００

フリーリレー ４００・８００（男子のみ） メドレーリレー ４００

10．競技順序 別 紙

11．参加資格 ①平成３０年度（公財）日本水泳連盟競技者登録を完了したもの。

②出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。

③秋田県高等学校体育連盟に加入している高等学校の生徒で、年齢は平成１２年４月

２日以降に生まれた者とする。ただし、同一競技２回までとし、同一学年での出場

は一回限りとする。第１学年でも転校後６箇月未満の者は参加を認めない。ただし、

一家転住等やむを得ない場合は、本連盟会長の許可があれば、この限りではない。

④チーム編成において全日制課程・定通制課程の生徒による混成は認めない。

⑤第１学年及び第２学年生徒を対象とする。

⑥参加資格の特例：秋田県高等学校総合体育大会開催基準要項による。

⑦決勝４位までの入賞者並びにチームは、東北新人大会の出場権を与える。

（但し、東北新人大会の種目には女子８００ｍ自由形、男子１５００ｍ自由形、

８００ｍリレーは無）

⑧フリーリレーは補欠を入れて６名、メドレーリレーは補欠を入れて８名まで申し込

むことができる。また、個人種目に出場した者も交代できる。

12．参加制限 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）

13．申込方法 （１）（公財）日本水泳連盟Web-swmsysによるエントリー申込

（２）参加申込一覧表（校長認知書）を提出

（３）申込先 〒012-0823 湯沢市湯ノ原2丁目1-1 湯沢翔北高校

黒澤 貢 宛

（４）締切日 平成３０年８月３０日（木）正午必着厳守（Faxまたはﾒｰﾙでも可）

ただし申込書の原本は必ず送付して下さい。

（５）参加料 １人５００円 監督者会議の時に徴収致します。

14．選手権校 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「倍点」

（１位１６点、２位１４点、・・・、８位２点）同着の場合はその得点で計算し

て、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、次の順にした

がって決定する。

① リレーによる得点の多い学校

② 入賞者の多い学校（リレーは４人として計算する）

③ １位の多い学校 ④２位の多い学校 （以下８位までこれにならう）

④ 決勝進出について、同記録で予定人員を超えた場合は、スイムオフを行う。
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15．表 彰 男女各々団体、個人とも３位まで表彰する。

16．宿 泊 各高校、直接交渉のこと。宿泊料金及び弁当代は平成３０年度県高体連料金による。

17．監督者会議 平成３０年９月２１日（金）午後３時３０分～ (秋田県立総合プール 2F会議室)

18．連 絡 （１）出場選手は、必ず当該校校長が認めた者よって引率され、選手及びチームの

の全ての行動に責任を負う。なお、引率者が当該校選任教職員以外の場合に

ついては、校長の承認のうえ引率者が責任を負うことを条件に同意書を取り

付けること。また、引率者は全員競技役員として大会の運営にに当たる。

＜引率者不在の場合は選手の出場はできない＞

（２）大会時各高校１名の生徒を大会補助員（計時員）としてご協力お願いします。

（３）公式練習：９月２１日（金）午後１時～午後５時

18．プロ編成会議 平成３０年９月４日（火）午前１０時～

会場：県立総合プール「会議室」＜℡018-895-5056＞

（専門部委員長・各地区委員長・各地区委員による）
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Ｎｏ 区　分 Ｎｏ 区　分

1 女子   50m 自由形 予選 30 女子  400m 自由形 予選

2 男子   50m 自由形 予選 31 男子  400m 自由形 予選

3 女子  200m 平泳ぎ 予選 32 女子  100m 平泳ぎ 予選

4 男子  200m 平泳ぎ 予選 33 男子  100m 平泳ぎ 予選

5 女子  200m バタフライ 予選 34 女子  100m バタフライ 予選

6 男子  200m バタフライ 予選 35 男子  100m バタフライ 予選

7 女子  200m 背泳ぎ 予選 36 女子  100m 背泳ぎ 予選

8 男子  200m 背泳ぎ 予選 37 男子  100m 背泳ぎ 予選

9 女子  200m 自由形 予選 38 女子  100m 自由形 予選

10 男子  200m 自由形 予選 39 男子  100m 自由形 予選

11 女子  400m 個人メドレー 予選 40 女子  200m 個人メドレー 予選

12 男子  400m 個人メドレー 予選 41 男子  200m 個人メドレー 予選

13 男子  400m リレー タイム決勝 42 女子  400m 自由形 決勝

14 女子  800m 自由形 タイム決勝 43 男子  400m 自由形 決勝

15 男子 1500m 自由形 タイム決勝 44 女子  100m 平泳ぎ 決勝

16 女子   50m 自由形 決勝 45 男子  100m 平泳ぎ 決勝

17 男子   50m 自由形 決勝 46 女子  100m バタフライ 決勝

18 女子  200m 平泳ぎ 決勝 47 男子  100m バタフライ 決勝

19 男子  200m 平泳ぎ 決勝 48 女子  100m 背泳ぎ 決勝

20 女子  200m バタフライ 決勝 49 男子  100m 背泳ぎ 決勝

21 男子  200m バタフライ 決勝 50 女子  100m 自由形 決勝

22 女子  200m 背泳ぎ 決勝 51 男子  100m 自由形 決勝

23 男子  200m 背泳ぎ 決勝 52 女子  200m 個人メドレー 決勝

24 女子  200m 自由形 決勝 53 男子  200m 個人メドレー 決勝

25 男子  200m 自由形 決勝 54 女子  400m リレー タイム決勝

26 女子  400m 個人メドレー 決勝 55 男子  800m リレー タイム決勝

27 男子  400m 個人メドレー 決勝

28 女子  400m メドレーリレー タイム決勝

29 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

全県新人競技順序

第１日目競技順序 第２日目競技順序

種　目 種　目
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