
平成３０年度
第３４回秋田県中学校秋季水泳競技大会要項

１ 目 的 この大会は，中学校教育の一環として中学校生徒に広くスポーツ実践の機会
を与え，技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り，心身共に健康
な中学校生徒を育成するとともに，中学校生徒相互の親睦を図るものである。

２ 主 催 秋田県中学校体育連盟 秋田県教育委員会 秋田市教育委員会
３ 主 管 秋田県中学校体育連盟水泳競技専門部 秋田県水泳連盟
４ 後 援 秋田県中学校長会 秋田県水泳連盟
５ 会 期 平成３０年９月１日（土）～２日（日）

９月１日（土） 開場時間 ８：００
監督者会議 ８：２０～
開会式 ９：２０
競技 ９：４５～１６：００

９月２日（日） 競技 ９：２０～１５：００
閉会式 競技終了後

６ 会 場 秋田県立総合プール(25ｍ公認) 秋田市新屋字砂奴寄４－６ ℡018-895-5056
７ 競技種目 自由形 50ｍ 100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ

平泳ぎ 100ｍ 200ｍ 背泳ぎ 100ｍ 200ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 100ｍ 200ｍ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200ｍ 400ｍ
ﾌﾘｰﾘﾚｰ 4×100ｍ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4×100ｍ
＊ただし，800ｍ自由形のみ男子15分未満・女子１６分未満の標準タイム
を設ける。

８ 参加資格 （１）学校教育法第１条に規定する中学校に在籍し，本連盟に加盟している中学校
の生徒で，校長が参加を認めた者。

（２）参加生徒は，学校代表としてふさわしく，また，事前に健康診断を受け，
日常健康観察の結果異常のない生徒であること。

（３）保護者の同意を得た生徒であること。
９ 郡市参加枠 参加枠は設けない。８に該当する生徒は出場できる。
10 引率者・監督等（１）引率責任者及び監督は出場校の校長・教員（非常勤を除く）とする。た

だし，当該校に部活動がない個人種目については，別紙「秋田県中学校
体育連盟主催大会の引率・監督細則」に基づき，特例を認める。マネー
ジャーは出場校の教員または生徒とする。

（２）コーチについては，校長が認めた者とする。ただし，校長・中学校教職
員が他校のコーチとしてベンチに入ることは認めない。
※内部コーチ・・・・当該校職員（非常勤は除く）。
※外部コーチ・・・・校長が学校部活動の指導者として承認した者で，

日常的に部活動の指導に当たっている者。
※校外コーチ・・・・クラブ・道場などの指導に当たっている者。

（３）本大会に出場するチーム・選手の引率者・監督・コーチ等は，運動部活
動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により任命権者または学校
設置者から懲戒処分を受けていないものであることとする。また，外部
指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていない者であること
とする。校長は，この点を確認して，大会申込書を作成する。

11 参加人員 （１）１校１種目３名以内，１人２種目以内（ただし，リレー種目は除く）
（２）フリーリレー，メドレーリレーとも，１校１チーム６名までエントリー

することができる。
12 競技規則 ２０１８年（公財）日本水泳連盟競泳競技規則を適用する。

（１）FINA（国際水泳連盟）の公認した水着を着用すること。
（２）重ね着は，禁止する。着用できる水着は一枚のみとする。
（３）水着あるいは身体へのテーピングは禁止する。
（４）水着への二次加工は禁止する。
（５）水着に記載する所属表示は30c㎡以内とする。

13 競技方法 （１）男女別学校対抗とする。
（２）予選・決勝とも，8レーンで行う。
（３）各種目，予選・決勝を行う。ただし，800ｍ自由形はタイム決勝とする。

予選が8名に満たない場合は，タイム決勝とする。同タイムで並んだ場
合は，スイムオフは行わず，抽選で決定する。

14 表 彰 （１）団体総合
男女優勝校それぞれに優勝杯と賞状を，６位までの入賞校に賞状を授与
する。
※各種目とも，１位８点，２位７点・・・・・・８位１点とする。
リレー種目は，１位１６点，２位１４点・・・・・・８位２点とする。
最多得点校を優勝校とする。これで決定しない場合は，リレーの得点，
次に入賞者の数(リレーは４人とする)，さらに１位の数，２位の数・
・・・８位の数で決定する。

（２）個人



①各種目６位までの入賞には賞状を授与する。
②リレーチームには６位まで賞状を授与する。優勝校は出場者１人ずつに
賞状を授与する。

15 参 加 料 選手１名につき２，０００円とする。

８／２７（金）までに下記口座に各校で振り込むこと。手数料は各校

負担とする。振込名は必ずWebエントリーで使用する学校番号の右３文
字と学校名プラス代表者名とすること。
例）比内中学校 ０５Ｂ４０ →（記載名）Ｂ４０ 比内中学校 根本大輔

（口座） 秋田銀行 比内支店 ２４４ 口座番号 １０２８７７１
名義 秋田県中学校秋季水泳大会 事務局 根本大輔

16 参加申込 【各中学校申込締切】

①Webエントリー入力締切 平成３０年８月７日(火)正午［厳守］

②各中学校申込書類締切 平成３０年８月８日(水)必着

【各中学校申込先】
別紙参加申込用紙に必要事項を記入の上，郡市専門委員長へ申し込むこ

と。※ただし，各郡市の専門委員長が抽選会に参加できない場合は，下記
宛まで申し込むこと。

（申込先） 〒010-0051 秋田市山王三丁目１－２４
秋田市立山王中学校 担当 松渕公明 宛
E-mail：snn-ec4@edu.city.akita.akita.jp
TEL 018-823-8361 FAX 018-823-8363

【各中学校 Webエントリー申込手順】
参加申込書（男女別）の内容を日本水泳連盟Web-SWMSYSに入力する。
秋田県水泳連盟ＨＰの中体連水泳競技専門部
(http://akitaswim.com/chutairen.html）にある「Ｗebエントリー指示

書」を参照すること。
【各中学校申込書類】

①参加申込書 １部（男女別）→公印を押印すること。
②競技会申込み（エントリーＴＩＭＥ）一覧表・競技会申し込み(リレー)
一覧表 →公印・私印は押印しないこと。

17 抽 選 平成３０年８月１０日(金)午後１時００分～ 秋田県立総合プール会議室
18 そ の 他 （１）監督者会議は，平成３０年９月１日(土)の午前８時２０分から２Ｆ会議

室で行う。
（２）選手宣誓は，前年度女子優勝校秋田県立大館国際情報学院中学校女子主

将が行う。
（３）出場選手については，プログラムを無料配布(学校１部を含む)する。
（４）ウォーミングアップは，ダイビングプールとする。
（５）棄権の際は，棄権用紙に理由を書き込み，本部に提出する。
（６）各校の受付は，９月１日（土）午前８時より１階ロビーで行う。
（７）５０ｍプール観覧席後ろのスペースを選手控え所として開放する。地区

割り当ては県総合体育大会と同様とする。２Ｆフロアは保護者用のスペー
スとする。各校で譲り合って使用すること。また，２５ｍプールサイドに
選手応援所を設ける。

(８) 個人情報の取り扱いについて
大会の主催者は，個人情報保護に関する法令を遵守し，別紙「秋田県中

学校体育連盟個人情報保護方針」に基づき，取得する個人情報について適
正に取り扱う。また，取得した情報は，競技大会の資格審査・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・報道取材・記録発表（記
録集）等のほか，競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参
加する各選手はこれに同意する。しかし，同意が得られない事情がある場
合は，各郡市中学校体育連盟を通して，秋田県中学校体育連盟及び専門部
会へ連絡をし，適切に対処する。特に申出がない場合は上述内容を承諾し
たものとする。

19 連 絡 先
〒018-5701 大館市比内町扇田新館字野中岱１２
大館市立比内中学校 水泳競技専門委員長 根本 大輔

E-mail akitachutairen.swim@gmail.com
TEL 0186-55-1505 FAX 0186-55-1789



秋田県立総合プール
№ 性別 距　離 種　　目 予選・決勝 組数 予定時間
1 女子 4×100ｍ フリーリレー 予選
2 男子 4×100ｍ フリーリレー 予選
3 女子 ５０ｍ 自由形 予選
4 男子 ５０ｍ 自由形 予選
5 女子 ４００ｍ 個人メドレー 予選
6 男子 ４００ｍ 個人メドレー 予選
7 女子 ２００ｍ 自由形 予選
8 男子 ２００ｍ 自由形 予選
9 女子 ２００ｍ 背泳ぎ 予選
10 男子 ２００ｍ 背泳ぎ 予選
11 女子 ２００ｍ バタフライ 予選
12 男子 ２００ｍ バタフライ 予選
13 女子 ２００ｍ 平泳ぎ 予選
14 男子 ２００ｍ 平泳ぎ 予選

15 女子 ８００m 自由形 タイム決勝
16 男子 ８００m 自由形 タイム決勝
17 女子 ５０ｍ 自由形 決勝
18 男子 ５０ｍ 自由形 決勝
19 女子 ４００ｍ 個人メドレー 決勝
20 男子 ４００ｍ 個人メドレー 決勝
21 女子 ２００m 自由形 決勝
22 男子 ２００m 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 平泳ぎ 決勝
28 男子 ２００m 平泳ぎ 決勝
29 女子 4×100ｍ フリーリレー 決勝
30 男子 4×100ｍ フリーリレー 決勝

№ 性別 距　離 種　　目 予選・決勝 組数 予定時間
31 女子 4×100ｍ メドレーリレー 予選
32 男子 4×100ｍ メドレーリレー 予選
33 女子 ４００ｍ 自由形 予選
34 男子 ４００ｍ 自由形 予選
35 女子 ２００ｍ 個人メドレー 予選
36 男子 ２００ｍ 個人メドレー 予選
37 女子 １００ｍ 自由形 予選
38 男子 １００ｍ 自由形 予選
39 女子 １００ｍ 背泳ぎ 予選
40 男子 １００ｍ 背泳ぎ 予選
41 女子 １００ｍ バタフライ 予選
42 男子 １００ｍ バタフライ 予選
43 女子 １００ｍ 平泳ぎ 予選
44 男子 １００ｍ 平泳ぎ 予選

45 女子 ４００ｍ 自由形 決勝
46 男子 ４００ｍ 自由形 決勝
47 女子 ２００ｍ 個人メドレー 決勝
48 男子 ２００ｍ 個人メドレー 決勝
49 女子 １００ｍ 自由形 決勝
50 男子 １００ｍ 自由形 決勝
51 女子 １００ｍ 背泳ぎ 決勝
52 男子 １００ｍ 背泳ぎ 決勝
53 女子 １００ｍ バタフライ 決勝
54 男子 １００ｍ バタフライ 決勝
55 女子 １００ｍ 平泳ぎ 決勝
56 男子 １００ｍ 平泳ぎ 決勝
57 女子 4×100ｍ メドレーリレー 決勝
58 男子 4×100ｍ メドレーリレー 決勝
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第１日目
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第２日目
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