
２０１９年５月２５日 

各所属長殿 

青森県水泳連盟 

会長 前田  済 

 

２０１９年度 第７４回青森県選手権水泳競技大会 

兼 第７４回国民体育大会水泳競技大会青森県代表選手選考会のご案内 

（大会コード番号 ０２１９７０５ ） 

常日頃教育とスポーツの振興にご尽力くだされている貴職にたいして心から敬意と感謝を表します。

さて、標記大会を下記要項により開催しますので、貴職管下の選手を多数ご派遣くださるようお願い申

し上げます。 

大 会 要 項 

１ 主 催 青森県水泳連盟・青森県体育協会 

２ 後 援 青森県高等学校体育連盟・青森県中学校体育連盟 

３ 主 管 青森水泳協会 

４ 日 時 ２０１９年７月２７日（土）監督会議８時４５分 

開会式 ９時１５分 

競技開始９時３０分 

            ７月２８日（日）競技開始９時００分 

５ 場 所 青森県総合運動公園屋外プール（公認５０ｍ） 

６ 申込規定 （１）参加資格  ２０１９年競技者登録完了者であること。 

       （２）種目制限  種目数の制限なし（国体種目参加制限がなくなりました） 

       （３）参 加 料  個人種目１，２００円・リレー種目２，０００円 

（４）プログラム一部７００円（当日販売９００円） 

（５）保 険  競技期間中傷害保険加入 一人２００円 

      （６）競技方法  個人対抗とする。 

（７）申込方法  登録団体（参加クラブ・学校）は、競技者登録システム 

（Web-SWMSYS）によりエントリーを行う。全てのエントリー後に 

「集計」画面より集計をして、エントリーＴＩＭＥ一覧、 

リレーエントリー一覧表をブラウザ表示し印刷したものと、 

大会申込書に記載したものを提出して下さい。 

（８）申 込 先  青森市石江字岡部６９ 

 青森ヤクルトスイミングスクール内 青森水泳協会宛 

（９）提出期限   ２０１９年７月１２日（金）必着  厳守のこと 

７ 競技種目及び日程（別紙のとおり） 

８ 表 彰 最優秀選手賞一名・優秀選手賞二名・賞状は１位から６位、メダルは１位から３位授与 

９ 国体選手 ７月２８日競技終了後、第７４回国体候補選手を発表する。 

１０ 国体種目（各種目１名。但し、※女子少年Ａ・Ｂ自由形４００ｍは、Ａ・Ｂ両方で１名の参加となる。）

種    別 種                   目 

少年男子 
少年男子 A 自由形５０ｍ１００ｍ４００ｍ 背泳ぎ２００ｍ 平泳ぎ２００ｍ バタフライ２００ｍ 個人メドレー４００ｍ 

少年男子 B 自由形５０ｍ１００ｍ４００ｍ 背泳ぎ１００ｍ 平泳ぎ１００ｍ バタフライ１００ｍ 個人メドレー２００ｍ 

成年男子 自由形５０ｍ１００ｍ４００ｍ 背泳ぎ１００ｍ 平泳ぎ１００ｍ バタフライ１００ｍ 個人メドレー２００ｍ 

少年女子 
少年女子 A 自由形５０ｍ１００ｍ※４００ｍ背泳ぎ２００ｍ 平泳ぎ２００ｍ バタフライ２００ｍ 個人メドレー４００ｍ 

少年女子 B 自由形５０ｍ１００ｍ※４００ｍ背泳ぎ１００ｍ 平泳ぎ１００ｍ バタフライ１００ｍ 個人メドレー２００ｍ 

成年女子 自由形５０ｍ１００ｍ４００ｍ 背泳ぎ１００ｍ 平泳ぎ１００ｍ バタフライ１００ｍ 個人メドレー２００ｍ 

１１ 各チーム１名の競技役員のご協力をお願い致します。 

１２ 国民体育大会水泳競技標準記録は、日本水泳連盟ホームページでご確認下さい。 

 

７月２６日（金）競技会設営後１３時～１６時までプール開放を行います。 

設営のご協力を宜しくお願い致します。 



競   技   順   序 

 

１日目  ７月２７日（土）                  ２日目  ７月２８日（日） 

 

１ 男子  ４×１００ｍ フリーリレー 予選         ４５ 女子  ４×１００ｍ メドレーリレー予選 

２ 女子  ４×１００ｍ フリーリレー 予選         ４６ 男子  ４×１００ｍ メドレーリレー予選 

３ 男子  ２００ｍ 自由形      予選         ４７ 女子  ４００ｍ 自由形      予選 

４ 女子  ２００ｍ 自由形      予選         ４８ 男子  ４００ｍ 自由形      予選 

５ 男子  ２００ｍ 背泳ぎ      予選         ４９ 女子  ２００ｍ 個人メドレー   予選 

６ 女子  ２００ｍ 背泳ぎ      予選         ５０ 男子  ２００ｍ 個人メドレー   予選 

７ 男子  ２００ｍ バタフライ    予選         ５１ 女子  １００ｍ 背泳ぎ      予選 

８ 女子  ２００ｍ バタフライ    予選         ５２ 男子  １００ｍ 背泳ぎ      予選 

９ 男子  ４００ｍ 個人メドレー   予選         ５３ 女子  １００ｍ バタフライ    予選 

１０ 女子  ４００ｍ 個人メドレー   予選         ５４ 男子  １００ｍ バタフライ    予選 

１１ 男子   ５０ｍ 自由形      予選         ５５ 女子  １００ｍ 自由形      予選 

１２ 女子   ５０ｍ 自由形      予選         ５６ 男子  １００ｍ 自由形      予選 

１３ 男子   ５０ｍ 平泳ぎ      予選         ５７ 女子  １００ｍ 平泳ぎ      予選 

１４ 女子   ５０ｍ 平泳ぎ      予選         ５８ 男子  １００ｍ 平泳ぎ      予選 

１５ 男子   ５０ｍ 背泳ぎ      予選         ５９ 女子  ４００ｍ 自由形      決勝 

１６ 女子   ５０ｍ 背泳ぎ      予選         ６０ 男子  ４００ｍ 自由形      決勝 

１７ 男子   ５０ｍ バタフライ    予選         ６１ 女子  ２００ｍ 個人メドレー   決勝 

１８ 女子   ５０ｍ バタフライ    予選         ６２ 男子  ２００ｍ 個人メドレー   決勝 

１９ 男子  ２００ｍ 平泳ぎ      予選         ６３ 女子  １００ｍ 背泳ぎ      決勝 

２０ 女子  ２００ｍ 平泳ぎ      予選         ６４ 男子  １００ｍ 背泳ぎ      決勝 

２１ 男子  ４×２００ｍ フリーリレー 予選         ６５ 女子  １００ｍ バタフライ    決勝 

２２ 男子  ４×１００ｍ フリーリレー 決勝         ６６ 男子  １００ｍ バタフライ    決勝 

２３ 女子  ４×１００ｍ フリーリレー 決勝         ６７ 女子  １００ｍ 自由形      決勝 

２４ 男子  ２００ｍ 自由形      決勝         ６８ 男子  １００ｍ 自由形      決勝 

２５ 女子  ２００ｍ 自由形      決勝         ６９ 女子  １００ｍ 平泳ぎ      決勝 

２６ 男子  ２００ｍ 背泳ぎ      決勝         ７０ 男子  １００ｍ 平泳ぎ      決勝 

２７ 女子  ２００ｍ 背泳ぎ      決勝         ７１ 女子  ４×１００ｍ メドレーリレー決勝 

２８ 男子  ２００ｍ バタフライ    決勝         ７２ 男子  ４×１００ｍ メドレーリレー決勝 

２９ 女子  ２００ｍ バタフライ    決勝 

３０ 男子  ４００ｍ 個人メドレー   決勝 

３１ 女子  ４００ｍ 個人メドレー   決勝 

３２ 男子   ５０ｍ 自由形      決勝 

３３ 女子   ５０ｍ 自由形      決勝 

３４ 男子   ５０ｍ 平泳ぎ      決勝 

３５ 女子   ５０ｍ 平泳ぎ      決勝 

３６ 男子   ５０ｍ 背泳ぎ      決勝 

３７ 女子   ５０ｍ 背泳ぎ      決勝 

３８ 男子   ５０ｍ バタフライ    決勝 

３９ 女子   ５０ｍ バタフライ    決勝 

４０ 男子 １５００ｍ 自由形      決勝 

４１ 女子  ８００ｍ 自由形      決勝 

４２ 男子  ２００ｍ 平泳ぎ      決勝 

４３ 女子  ２００ｍ 平泳ぎ      決勝 

４４ 男子  ４×２００ｍ フリーリレー 決勝 

         注）種目の申込数によって合併レースとなる場合があります。 

           開門及び練習時間について 

２７日（土） 開門 ７時３０分 アップ 午前７時３０分～８時４５分まで 

２８日（日） 開門 ７時３０分 アップ 午前７時３０分～８時４５分まで 

 



受付№     

 

２０１９年   月   日 

大 会 申 込 書 

 

大会名 第７４回青森県選手権水泳競技大会 兼 国民体育大会水泳競技大会青森県代表選手選考会  

 

 

所 属 名                        

住   所                        

連 絡 先（電話）                    

メールアドレス                      

責 任 者                      ㊞ 

 

 

【内  訳】  

 

    ①参 加 人 数   男子    名 女子    名   合 計       名 

    ②参 加 種 目   男子   種目 女子   種目   合 計      種目 

    ③リレー種目   男子   種目 女子   種目   合 計      種目 

    ④参 加 料   一種目１，２００円×   種目   合 計       円 

    ⑤リレー種目   一種目２，０００円×   種目   合 計       円 

    ⑥保 険 料   一人   ２００円×    人   合 計       円 

    ⑦プログラム   一部   ７００円×    部   合 計       円 

 

総金額           円 

 

※参加チームは必ず１名以上（２日間）の競技役員をお願いします。   

競技役員氏名                       

                             


