
青水連 第 １８ 号 

令和４年 ６月２１日 

各所属長殿 

（一社）青森県水泳連盟 

会長 前田  済 

 

２０２２年度 第７７回青森県選手権水泳競技大会 

兼 第７７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 ０２２２７１０） 

※有観客で実施する。 

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対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 （一社）青森県水泳連盟・青森県スポーツ協会 

 

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 八戸水泳協会 

 

４ 日 時 令和４年 ７月３０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３１日（日）競技開始９時００分 

 

５ 会  場 八戸市民プール（公認５０ｍ） 

 

６ 申込規定 （１）参加資格  ２０２２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 

       （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  

参加選手： （９）にて書かれたダウンロード販売 一部３００円 

当日販売： 冊子版３００円＋決勝スタートリスト２００円 計５００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）提出書類    

①エントリーＴＩＭＥ一覧 

    ②リレーエントリー一覧表 

③大会申込書 

④別紙、青森県水泳連盟が定める「主催大会における新型コロナウィルス感染 

拡大予防ガイドライン」を必ず熟読の上、ガイドラインについて参加クラブが 

同意でき、さらに大会参加ルール同意書へ保護者が同意を認めたものは、同意 

書を提出すること。（同意できない場合は、参加を認めない） 

（８）申 込 先  〒０３９－１１９２ 青森県八戸市田面木字上野平１６－１ 

  独）国立高等専門学校機構 八戸工業高等専門学校 

  産業システム工学科内 本間 哲雄 宛 

  Fax: 0178-27-7300 / e-mail: honma-c@hachinohe-ct.ac.jp 

       （９）プログラム プログラムデータを県水泳連盟ホームページへアップロードする。 

各チームで参加人数×300円を大会当日、現金で八戸水泳協会へ納 

入する。なお、大会が中止になった場合は請求しない。 



（１０）大会参加料と保険料は大会終了後、請求するので、大会後２週間以内に 

下記口座へ振込を完了すること。 

参加料振込先 青森銀行 石江支店 （普通）３０６０８４８ 

 一般社団法人青森県水泳連盟 代表理事 前田  済 

（振込手数料は、各チームでご負担願います。） 

（１１）提出期限   令和４年７月１１日（月）必着 

 

７ 競技種目及び日程（別紙のとおり） 

 

８ 表 彰 最優秀選手賞 1名・優秀選手賞 2名・賞状は１位から６位、メダルは１位から３位まで 

授与する。 

 

９ 各チーム１名必ず引率責任者として、選手控え場所へ待機すること。 

 

１０  別紙の参加基準を確認の上、承諾頂いた場合のみ、参加を認める。 

 

１１ 本大会は有観客で行う。詳細は、2次要項で案内する。申込は保護者の同意の上、行うこと。 

 

１２ 競技会当日、３７．５度以上の発熱がある場合は、参加を見合わせること。入場時も検温を行う。 

 

１３ 大会当日までの２週間以内に、参加クラブ（学校）で新型コロナウィルス感染者が発生した場合は、

そのクラブ（学校）参加できない。（選手が通う学校で発生した場合も含む） 

 

１４ 動画配信は行わない。速報サービスを提供する。 

 

１５ 競技会が前日までに中止になった際は、個人種目およびリレー種目の参加料を返金する。エントリ

ー終了後、大会中止以外の返金は一切、行わない。 

 

１６ 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 

 

１７ 国民体育大会水泳競技標準記録は、（公財）日本水泳連盟ホームページで確認すること。 

 

 

 

  



競   技   順   序 

 

１日目  ７月３０日（土）                  ２日目  ７月３１日（日） 

 

１ 男子  ４００ｍ フリーリレー   予選         ４５ 女子  ４００ｍ メドレーリレー  予選 

２ 女子  ４００ｍ フリーリレー   予選         ４６ 男子  ４００ｍ 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  ８００ｍ フリーリレー   予選         ６５ 女子  １００ｍ バタフライ    決勝 

２２ 男子  ４００ｍ フリーリレー   決勝         ６６ 男子  １００ｍ バタフライ    決勝 

２３ 女子  ４００ｍ 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  ４００ｍ メドレーリレー  決勝 

２８ 男子  ２００ｍ バタフライ    決勝         ７２ 男子  ４００ｍ 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  ８００ｍ 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 

３０日（土） 開門 ７時３０分 アップ 午前７時３０分～８時４５分まで 

３１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№     

 

令和 ４年   月   日 

大 会 申 込 書 

 

大会名 第７７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 

     

県水連振込総金額           円 

 

※プログラム代については、大会当日、人数分を八戸水泳協会に支払うこと。 

   一人   ３００円×    人    

当日、八戸水泳協会納入額       円 

 

 



 

【別紙様式】（提出については大会主催者の指示による） 

（一社）青森県水泳連盟宛 

大会参加ルール同意書 

【以下該当する場合は☑を記入】 

□体調不良はありません。（発熱、咳、咽頭痛等） 

□同居家族や身近な人に感染が疑われる方はいません。 

□過去 14 日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航又 

は当該在住者・帰国者との濃厚接触はありません。 

□マスクを持参し、咳エチケットを行ないます（競技時、食事等を除く。※熱中症にも留意） 

□こまめな手洗い（30 秒以上）、手指の消毒を確実に実施します。 

□手洗い時のマイタオルを持参します。 

□飲食時は対面にならないよう注意し、飲み物の共用（大型ボトル）は行いません。 

□大声での会話及び応援を控えます。 

□鼻水、唾液のついたごみはビニール袋に入れ密閉して持ち帰ります。 

□他の参加者と十分な距離を確保するよう努めます。特に、観覧席、応援場所等 

□写真撮影する際は短時間で行い、他の参加者へ場所を譲るよう努めます。 

□飲食時は密集、対面を避け、会話を控えます。 

□その他の事項について、主催者の感染防止のための措置を遵守し、指示に従います。 

□万が一、大会後 2 週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、青森県水泳連盟へ速や 

かに連絡し、濃厚接触者の有無等について報告します。 

 

所属                   

氏名                   

 

別紙参加条件、競技中の注意を守り、万が一新型コロナウィルスに感染した場合でも、

一切の責任は下記記入保護者へあることを同意する。 

保護者氏名              印 （選手の場合のみ） 

連絡先                  

【参加者確認欄】 

いずれかに☑ 

□役員関係者 □選手 □指導者（コーチ） □保護者（関係者） □その他（マスコミ他） 

※本書は個人情報保護法にもとづき、大会運営上の確認以外の目的で使用することはありません、 

 

主催者確認欄 

 

 

 

 

 



選手・指導者、観客の皆様へ（大会参加チェックリスト） 

（一社）青森県水泳連盟 

 

【掲示用】 

大会参加にあたっては以下のルールを必ず守って下さい。 

また、大会途中でルールに違反する行為があった際には、退場を命じる場合があります。 

参加者全員の安全安心のために必要ですので、ご協力よろしくお願いします。 

 

・体調不良がないこと。（発熱、咳、咽頭痛等） 

 

・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいないこと。 

 

・過去 14 日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航又

は当該在住者・帰国者との濃厚接触がないこと。 

 

・マスクを持参し、咳エチケットを行うこと。（競技時、食事等を除く。※熱中症にも留意） 

 

・こまめな手洗い（30 秒以上）、手指の消毒を確実に実施すること。 

 

・手洗い時のマイタオル（貸借しない）を持参すること。 

 

・飲食時は対面にならないよう注意し、飲み物の共用（大型ボトル）は行わないこと。 

 

・他の選手、指導者、観客、役員等との適度な距離を確保すること。 

 

・招集所やリレーで待機する際は、適度な距離を確保し、極力会話を控えること。 

 

・大声での会話及び応援を控えること。 

 

・鼻水、唾液のついたごみはビニール袋に入れ密閉して持ち帰り、ゴミを回収する人はマスク及び手

袋を着用すること。（その後の手洗い、手指消毒の徹底） 

 

・ウォーミングアップ及びクールダウン時は１つのレーンに多くの選手が入らないこと。 

（前泳者と２メートル以上の間隔を取ること） 

 

・接触して補助が必要な練習は避ける。 

 

・コースエンドでの選手の密集を避けるため、休憩時間が長くなる時は一旦プールから上がること。 

 

・スタート練習の際は選手間の人との距離を空けること。 

 

・練習道具は自分のもの以外は利用せず、ドリンク等について回し飲み等はしないこと。 

 

・控え場所では常に風通しを意識し、密閉状態とならない工夫をすること。 

 

・各チームでも消毒液等を準備し、共用の場所へ移動した際は手指を消毒すること。 

 

・更衣室内ではマスク着用のまま、会話は控え短時間で更衣を済ませること。 

 

・ここに記載のない事項は大会関係者の指示に従うこと。 

 

・大会後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は本連盟に速やかに濃厚接触者の 

有無等について報告すること。 


