
２０１８年度 

山口県中学校水泳競技大会要項綴り・出場申込書 
 

○選手登録について 

  中体連主催大会の申し込み方法は、WEB による申し込みになります。大会に申し込む前に選手登録

が必要となります。別冊子（団体／選手登録・大会申し込み方法説明書）をもとに選手登録を行って

ください。 

○各大会における注意事項 

１ ２０１０年４月より、水着に関するルールが改正されました。大会では、FINA の承認マーク（男女

とも水着腰部にある切手サイズのマーク）がついている水着を必ず使用してください。 

２ 各学校で出されたゴミは、すべて持ち帰りください。応援で来られる保護者の方にも、顧問の先生

より事前にお伝えください。 

３ 外部指導者が引率する学校においては、必ず近隣の他校の水泳部担当教員に監督依頼をしてくださ

い（様式は中体連 HP にあります）。 

４ 大会結果、８位表は、後日山口県水泳連盟および中学校体育連盟のホームページに掲載されます。

つきましては、選手名の開示について、保護者・本人の同意を得るようにお願いします。 

○２０１８年度山口県中体連水泳競技専門部主管大会 

① 山口県中学校春季体育大会［６月２日（土）、３日（日）] 

    会 場：山口きらら博記念公園水泳プール（東部・西部合同開催） 

    申込先：〒750－1152 下関市清末陣屋５番１０号  下関市立東部中学校内  大山 雄 

    締 切：５月１６日（水）必着 

 

② 山口県中学校水泳競技選手権大会 兼 中国・全国大会予選会［７月 21 日（土）、22 日（日）] 

    会 場：山口きらら博記念公園水泳プール 

    申込先：〒750－1152 下関市清末陣屋５番１０号  下関市立東部中学校内  大山 雄 

    締 切：６月２１日（木）必着    ※参加標準記録がありますので厳守してください。 

 

③ 山口県中学校秋季体育大会［８月２２日（水）、２３日（木）] 

    会 場：山口きらら博記念公園水泳プール 

    申込先：〒750－1152 下関市清末陣屋５番１０号  下関市立東部中学校内  大山 雄 

    締 切：７月３０日（月）必着 

○中国・全国大会について 

① 中国中学校水泳競技大会［８月４日（土）、５日（日）]  広島県福山市 

② 全国中学校水泳競技大会［８月１７日（金）～１９日（日）] 岡山県倉敷市 

 

【 問い合わせ先 】 

  山口県中体連水泳競技専門委員長   大山 雄（下関市立東部中学校） 

              電 話   ０８３－２８２－００３２（学校） 

                    ０９０－２２９６－４７５８（携帯） 

             PC メール    ooyama.takeshi@ysn21.jp （学校） 
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１　趣　　　旨

２　主　　　催

３　共　　　催

４　期　　　日

５　会　　　場

６　競技方法

７　競技種目
背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー ﾌﾘｰﾘﾚｰ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

第２日目 １００ｍ １００ｍ １００ｍ ２００ｍ ４×１００ｍ

８　申込規定
（１）資　格

（４）競技は東部・西部の選手を混合して行い、東部・西部別に順位を決定する。

加を認められた生徒である と 参加を希望する各種学校は別に定める条件を具備す

　づく当該中学校生徒であること。
②学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、山口県中学校体育連盟から参

第６５回山口県中学校春季体育大会水泳競技の部

　本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広くスポーツ活動の機会を与え、技
術の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学生徒を育成
するとともに、中学生徒相互の親睦をはかる。

山口県教育委員会・山口県中学校体育連盟
東部中体連連絡協議会・西部中体連連絡協議会

山口きらら博記念公園水泳プール　　　　　　　　　　　 （公認５０ｍ×１０レーン）

山口市教育委員会

６月　２日（土） ～ ６月　３日（日）　　　（午前９時４５分　開会式）

〒７５４－１２７７　　山口市阿知須遠石５０９番５０

（１）東部、西部ごとの学校対抗とする。
（２）（公財）日本水泳連盟規則により行う。

　　それぞれ、３位までの入賞者に賞状を授与する。

自由形

４００ｍ
４×５０ｍ

４×１００ｍ

①参加者は、山口県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法「第１条」にもと

１００ｍ　４００ｍ

（３）すべてタイム決勝で行う。

第１日目
５０ｍ　２００ｍ

２００ｍ ２００ｍ ２００ｍ
８００(女）１５００（男）

Webエントリー
をお願いします。

③　チームの編成は、一校単位で組織されたものとする。

⑥個人情報の取り扱い（利用目的）
　　　大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、山口県中学校体育連盟
　　個人情報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。
　　　取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編

（２）制　限

（３）申込方法 ○　Web-SWMSYS（https://www.japan-swimming.jp/）を利用したＰＣからの申し込み
○　郵送による提出物　（校長印・担当者印を押印のこと）

①
②
③

（４）申込期日

　加を認められた生徒であること。参加を希望する各種学校は別に定める条件を具備す

５月１６日（水）必着

Web-SWMSYSから印刷される　「エントリータイム一覧表（個人種目）」

Web-SWMSYSから印刷される　「申し込み明細表」
Web-SWMSYSから印刷される　「エントリータイム一覧表（リレー種目）」　※リレー出場校のみ

１校１種目３名以内、１名２種目以内（リレーを除く）、１校リレー各１チームとする。

　ること。

　　成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表（記録集）等、その他競技運営及び競
　　技に必要な連絡等に利用する。

⑤　引率者と監督者は、暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から
   懲戒処分を受けていないこととする。また、大会に関わる外部指導者は、県中体連に
   登録し、暴力・体力・セクハラ等により、校長から指導処置を受けていないこととする。
   校長は　この点を確認して、大会申込書を作成する。

④　参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。特例として、
 　個人種目については、県中体連に登録されかつ学校長が認めた、外部指導者による
   引率を認める。リレー種目に出場する選手の外部指導者による引率は認めない。
   なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督者にはなれない。

出力した一覧表は、 提出前に必ず選手本人が確認。
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（５）申込先 〒７５０－１１５２　　下関市清末陣屋５番１０号　　ＴＥＬ：０８３-２８２-００３２
　　　　　　　　　　　　下関市立東部中学校　　　大山　　雄（宛）

（６）制限タイム １５００ｍ自由形　　２３分００秒　　８００ｍ自由形　　１３分００秒

＊監督が責任を持って厳守のこと。

（大会当日の記録が制限を超えた場合、ＯＰと標記されオープン参加扱いとなります。）

（７）大会負担金 選手１名につき500円（大会受付で集金します）

　   　《競技役員は日水連役員ユニフォームまたは白系統の襟つきシャツ、黒または紺系統のスラックス、プー
　　　　ルサイド用シューズを着用し、大会運営にご協力ください。外部指導者に依頼の場合は、各学校で
   　　　責任をもって連絡をお願いします。》

     提出された出場申込書は正式文書として処理します。
　　　＊申し込み期限後の種目変更、追加エントリーは原則認められません。
　　　＊記入間違い、記入漏れがないように十分ご注意ください。（平泳ぎ、背泳ぎのミスが多数あります。）

　　　　得点の最も多いチームを優勝とし、以下順位を決める。合計点が同じ場合は、次の順序により決定する。

　　　　　 ②　入賞者の多いもの（但しリレーは４として計算する）
　　　 　　③　１位の数の多いもの
　　　　　 ④　２位の数の多いもの（以下８位までこれにならう）

１０　表　　　彰

競技順序

　　　　　　　＊個人表彰は行いません。閉会式終了後、学校別にまとめてお渡しします。

（８）参加校から１名以上の競技役員を出すことを原則とする。外部指導者引率の場合、外部指導者に
     競技役員を依頼する。

（９）申し込みにあたっては、出場種目及び申し込みタイムを各選手に必ず確認してください。

（※オープン参加扱いでは、大会参加は認めるが、得点外となる。失格ではない。）

（１）団体　　東西別・男子女子各優勝校に優勝旗、３位までに賞状を閉会式で授与する。
（２）個人　　東西別・各種目３位まで表彰する。

　　　　各種目ごとに１位８点、２位７点・・・・・・８位１点を与える。リレー種目は２倍とする。

　　　　　 ①　リレーによる得点の多いもの

９　成績決定方法

１１　競技順序

女男　　　４×５０ｍ　フリーリレー 女男　　　４００ｍ　自由形
女　８００ｍ　男　１５００ｍ　　　自由形 女男　　　２００ｍ　個人メドレー
女男　　　　５０ｍ　自由形 女男　　　１００ｍ　背泳ぎ
女男　　　４００ｍ　個人メドレー 女男　　　１００ｍ　平泳ぎ
女男　　　２００ｍ　背泳ぎ 女男　　　１００ｍ　バタフライ
女男　　　２００ｍ　自由形 女男　　　１００ｍ　自由形
女男　　　２００ｍ　バタフライ 女男　　　４×１００ｍ　メドレーリレー
女男　　　２００ｍ　平泳ぎ
女男　　　４×１００ｍ　フリーリレー

＊昨年度優勝
男子 西部 　　東部中学校 東部 　　華陽中学校
女子 西部 　　大嶺中学校 東部 　　大内中学校

１２　その他
したがって選手の音楽機器、ゲーム類、カード類、携帯電話などの使用をかたく禁止
します。持ち込みがある場合は引率者が責任を持って指導し、預かり、管理すること
とします。

　①　東部・西部ともに会場を山口きらら博記念水泳プールとする。
　②　運営は１つの大会として統合し、競技を東部・西部混合で行う。
　③　競技はすべてタイムレースとする。
　④　賞状は東部・西部別にそれぞの３位入賞者に授与し、団体表彰についても東西別に行う。
　⑤　個人種目・リレー種目の表彰式は行わない。

　本大会は以下のように実施します。

　本大会は中学校教育の一環として行います。大会そのものを授業ととらえています。

第　１　日　目 第　２　日　目
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１　趣　　　旨

２　主　　　催
３　共　　　催

４　期　　　日

５　会　　　場

６　競技方法

７　競技種目
背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー ﾌﾘｰﾘﾚｰ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

第１日目 ２００ｍ ２００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ４×１００ｍ

第２日目 １００ｍ １００ｍ １００ｍ ２００ｍ ４×１００ｍ

８　申込規定

（１）資　格 ①　参加者は、山口県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法「第１条」にも
　とづく当該中学校生徒であること。
②　学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、山口県中学校体育連盟から
　参加を認められた生徒であること。参加を希望する各種学校は別に定める条件を具備
　すること。
③ チ ムの編成は 校単位で組織されたものとする

山口県中学校体育連盟・山口県教育委員会・（一財）山口県水泳連盟

（１）学校対抗とする。
（２）（公財）日本水泳連盟規則により行う。

１００ｍ　４００ｍ

自由形
５０ｍ　２００ｍ

第５４回　山口県中学校水泳競技選手権大会

第５８回　全国中学校水泳競技大会山口県予選会

（３）各種目とも予選・決勝を行う。（予選種目出場者が１０名以下でも予選を行う。）

山口市教育委員会

７月２１日（土）～７月２２日（日）　　　（午前９時４５分　開会式）

山口きらら博記念公園水泳プール　　　　　　　　　　　 （公認５０ｍ×１０レーン）
〒７５４－１２７７　　山口市阿知須遠石５０９番５０

　本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広くスポーツ活動の機会を与え、技
術の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学生徒を育成
するとともに、中学生徒相互の親睦をはかる。

 　　ただし、８００ｍ自由形・１５００ｍ自由形およびリレー種目はタイムレースとする。
（４）全国大会・中国大会に準じて行う。

第５２回中国中学校水泳競技選手権大会山口県予選会

８００(女）１５００（男）

Webエントリー
をお願いします。

③　チームの編成は、一校単位で組織されたものとする。

⑥　個人情報の取り扱い（利用目的）
　　　大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、山口県中学校体育連盟
　　個人情報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。
　　　取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技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・掲示板・報道発表（記録集）等、その他競技運営及び競
　　技に必要な連絡等に利用する。

（２）制　限 １校１種目３名以内、１名２種目以内とし（リレーを除く）、１校リレー各１チームとする。

（３）申込方法 ○　Web-SWMSYS（https://www.japan-swimming.jp/）を利用したＰＣからの申し込み
○　郵送による提出物　（校長印・担当者印を押印のこと）

①
②
③

（４）申込期日 ６月２１日（木）正午必着
出力した一覧表は、提出前に必ず校長・選手本人が確認し、エントリーミスの防止に努める。

（５）申込先 〒７５０－１１５２　　下関市清末陣屋５番１０号　　ＴＥＬ：０８３-２８２-００３２
　　　　　　　　　　　　下関市立東部中学校　　　大山　　雄（宛）

Web-SWMSYSから印刷される　「申し込み明細表」
Web-SWMSYSから印刷される　「エントリータイム一覧表（リレー種目）」　※リレー出場校のみ

Web-SWMSYSから印刷される　「エントリータイム一覧表（個人種目）」

④　参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。特例として、
 　個人種目については、県中体連に登録されかつ学校長が認めた、外部指導者による
   引率を認める。リレー種目に出場する選手の外部指導者による引率は認めない。
   なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督者にはなれない。

⑤　引率者と監督者は、暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲
　戒処分を受けていないこととする。また、大会に関わる外部指導者は、県中体連に登録
　し、暴力・体力・セクハラ等により、校長から指導処置を受けていないこととする。校長は
　この点を確認して、大会申込書を作成する。

－22－



（６）参加校から１名以上の競技役員を出すことを原則とする。外部指導者引率の場合、外部指導者に

     競技役員を依頼する。

　   　《競技役員は日水連役員ユニフォームまたは白系統の襟つきシャツ、黒または紺系統のスラックス、
　　　　プールサイド用シューズを着用し、大会運営にご協力ください。外部指導者に依頼の場合は、各
   　　 学校で責任をもって連絡をお願いします。》
（７）大会負担金 選手１名につき500円（大会受付で集金します）
（８）申し込みにあたっては、出場種目及び申し込みタイムを各選手に必ず再確認してください。
　　中国大会、全国大会の予選を兼ねています。
　　申し込み期限後の種目変更、追加エントリーは原則認められません。
　　申込受付後、県中体連ＨＰ等にスタートリストを掲載しますので、確認をお願いします。

９　成績決定方法
　　　　得点の最も多いチームを優勝とし、各種目ごとに１位８点、２位７点・・・・・・８位１点、リレーは
　　　　２倍とし、以下順位を決める。合計点の同じ場合は、次の順序により決定する。
　　　　 ①　リレーによる得点の多いもの
　　　 　②　入賞者の多いもの（但しリレーは４として計算する）
　　 　　③　１位の数の多いもの
　　　 　④　２位の数の多いもの（以下８位までこれにならう）

１０　２０１８年度山口県中学校選手権参加標準記録表
　　大会当日の記録が制限を超えた場合、ＯＰと標記されオープン参加扱いとなります。

背泳ぎ

３３．０
１：１２．０

３５．０
１：１８．０
３：００．０
６：３０．０

１３：００．０

２：４５．０
６：２０．０

２３：００．０
100

種　　目

自由形

男　　子 女　　子距　　離（ｍ）

１：３２．０

１：２７．０
３：２０．０200

100

50
100
200
400

１：３５．０
３：３０．０
１：４０．０

800（女）1500（男）

３：３５．０
１：４０．０

平泳ぎ

バタフライ

個人メドレー

200

３：４５．０

３：２５．０
１：２５．０
３：３０．０
３：３０．０

100
200

７：３０ ０
200
400

３：４５．０
８：００ ０

１１　表　　　彰 （１）団体

（２）個人 　各種目３位まで賞状を授与する。

１２　競技順序

女　８００ｍ　男　１５００ｍ　　　自由形 女男　　　４００ｍ　自由形
女男　　　　５０ｍ　自由形 女男　　　２００ｍ　個人メドレー
女男　　　４００ｍ　個人メドレー 女男　　　１００ｍ　背泳ぎ
女男　　　２００ｍ　背泳ぎ 女男　　　１００ｍ　平泳ぎ
女男　　　２００ｍ　自由形 女男　　　１００ｍ　バタフライ
女男　　　２００ｍ　バタフライ 女男　　　１００ｍ　自由形
女男　　　２００ｍ　平泳ぎ 女男　　　４×１００ｍ　メドレーリレー
女男　　　４×１００ｍ　フリーリレー

※昨年度優勝校
男女総合
男子
女子

１３　中国大会、全国大会への選手選考
各大会の開催要項による
中国中学校選手権大会 個人種目３位以内 リレー種目１位
全国中学校水泳大会 個人種目、リレー種目ともに標準記録突破者(チーム)

１４　その他 　本大会は中学校教育の一環として行います。大会そのものを授業ととらえています。
したがって選手の音楽機器、ゲーム類、カード類、携帯電話などの使用をかたく禁止
します。持ち込みがある場合は引率者が責任を持って指導し、預かり、管理すること
とします。

個人メドレ
７：３０．０

　男・女・総合優勝校に優勝旗および優勝杯を、３位までに賞状を閉会式で
授与する。

400 ８：００．０

末武中学校
華陽中学校
大内中学校

第　２　日　目第　１　日　目
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１　趣　　　旨

２　主　　　催

３　後　　　援

４　期　　　日

５　会　　　場

６　競技方法

７　競技種目
背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー ﾌﾘｰﾘﾚｰ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

第１日目

第２日目 １００ｍ １００ｍ １００ｍ ２００ｍ ４×１００ｍ

８　申込規定
（１）資　格 ①　参加者は、山口県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法「第１条」にも

とづく当該中学校生徒であること。

自由形
５０ｍ　２００ｍ

８００(女）１５００（男）
４００ｍ

４×５０ｍ
４×１００ｍ

第７１回山口県中学校体育大会水泳競技の部

１００ｍ　４００ｍ

山口県教育委員会・山口県中学校体育連盟・（財）山口県体育協会

山口市教育委員会

８月２２日（水）～８月２３日（木）　　　（午前９時４５分　開会式）

山口きらら博記念公園水泳プール　　　　　　　　　　　 （公認５０ｍ×１０レーン）
〒７５４－１２７７　　山口市阿知須遠石５０９番５０

（１）学校対抗とする。
（２）（公財）日本水泳連盟規則により行う。
（３）各種目は原則として予選・決勝を行う。
（４）リレー種目、８００ｍ、１５００ｍ自由形はタイム決勝とする。

　本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広くスポーツ活動の機会を与え、技術の
向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学生徒を育成するととも
に、中学生徒相互の親睦をはかる。

２００ｍ ２００ｍ２００ｍ

Webエントリー

をお願いします。

　とづく当該中学校生徒であること。
②　学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、山口県中学校体育連盟から
　参加を認められた生徒であること。参加を希望する各種学校は別に定める条件を具備
　すること。
③　チームの編成は、一校単位で組織されたものとする。

⑥個人情報の取り扱い（利用目的）
　　　大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、山口県中学校体育連盟
　　個人情報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。
　　取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技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・掲示板・報道発表（記録集）等、その他競技運営及び競
　　技に必要な連絡等に利用する。

（２）制　限 １校１種目３名以内、１名２種目以内とし（リレーを除く）、１校リレー各１チームとする。

（３）申込方法 ○　Web-SWMSYS（https://www.japan-swimming.jp/）を利用したＰＣからの申し込み
○　郵送による提出物　（校長印・担当者印を押印のこと）

　②　Web-SWMSYSから印刷される　「エントリータイム一覧表（リレー種目）」　※リレー出場校のみ

⑤　引率者と監督者は、暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲
　戒処分を受けていないこととする。また、大会に関わる外部指導者は、県中体連に登録
　し、暴力・体力・セクハラ等により、校長から指導処置を受けていないこととする。校長は
　この点を確認して、大会申込書を作成する。

　③　Web-SWMSYSから印刷される　「申し込み明細表」

　①　Web-SWMSYSから印刷される　「エントリータイム一覧表（個人種目）」

④　参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。特例として、
 　個人種目については、県中体連に登録されかつ学校長が認めた、外部指導者による
   引率を認める。リレー種目に出場する選手の外部指導者による引率は認めない。
   なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督者にはなれない。
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（４）大会負担金 選手１名につき500円（大会受付で集金します）

（５）申込期日
出力した一覧表は、提出前に必ず校長・選手本人が確認し、エントリーミスの防止に努める。

（６）申込先 〒７５０－１１５２　　下関市清末陣屋５番１０号　　ＴＥＬ：０８３-２８２-００３２
　　　　　　　　　　　 下関市立東部中学校　　　大山　　雄（宛）

（７）制限タイム １５００ｍ自由形　　２３分００秒　　８００ｍ自由形　　１３分００秒
※参加校監督の責任のもと、参加制限タイムを厳守すること。

（９）申し込みにあたっては、出場種目及び申し込みタイムを各選手に必ず再確認してください。申込
　　書は正式文書として処理し、申し込み期限後の種目変更、追加エントリーは認められません。

９　成績決定方法

　　　　得点の最も多いチームを優勝とし、以下順位を決める。合計点が同じ場合は、次の順序により決定する。
　　　　 ①　リレーによる得点の多いもの
　　　　 ②　入賞者の多いもの（但し、リレーは４として計算する）
　　 　　③　１位の数の多いもの
　　　　 ④　２位の数の多いもの（以下８位までこれにならう）

   　場合は、各学校で責任をもって連絡をお願いします。》

７月３０日（月）必着

　　　　各種目ごとに１位８点、２位７点・・・・・・８位１点を与える。リレー種目は２倍とする。

（８）参加校から１名以上の競技役員を出すことを原則とする。外部指導者引率の場合、外部指導者に
     競技役員を依頼する。《競技役員は日水連役員ユニフォームまたは白系統の襟つきシャツ、黒または紺
　   系統のスラックス、プールサイド用シューズを着用し、大会運営にご協力ください。保護者に依頼の

出力した一覧表は、
提出前に必ず
選手本人が確認。

１０　表　　　彰

１１　競技順序

女男　　　４×５０ｍ　フリーリレー 女男　　　４００ｍ　自由形
女　８００ｍ　男　１５００ｍ　　　自由形 女男　　　２００ｍ　個人メドレー
女男　　　　５０ｍ　自由形 女男　　　１００ｍ　背泳ぎ
女男　　　４００ｍ　個人メドレー 女男　　　１００ｍ　平泳ぎ
女男　　　２００ｍ　背泳ぎ 女男　　　１００ｍ　バタフライ
女男　　　２００ｍ　自由形 女男　　　１００ｍ　自由形
女男　　　２００ｍ　バタフライ 女男　　　４×１００ｍ　メドレーリレー
女男　　　２００ｍ　平泳ぎ
女男　　　４×１００ｍ　リレー

＊昨年度優勝校は優勝旗を必ず持参してください
男子 華陽中学校
女子 大内中学校

１２　その他 　本大会は中学校教育の一環として行います。大会そのものを授業ととらえています。
したがって選手の音楽機器、ゲーム類、カード類、携帯電話などの使用をかたく禁止
します。持ち込みがある場合は引率者が責任を持って指導し、預かり、管理すること
とします。

（２）個人　　各種目３位まで表彰する。

第　１　日　目 第　２　日　目

（１）団体　　男子女子各優勝校に優勝旗、３位までに賞状を閉会式で授与する。
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大会参加にあたって 

（指導の協力へのお願い） 
山口県中学校体育連盟   

水泳競技専門部  

 

 中体連の大会として望ましい生徒・選手の態度をめざして、以下のことを大会参加の前に事前に

各学校でご指導いただくようにお願いします。 

 また、大会期間中においても専門部を中心に、各競技役員の立場として継続したご指導をいただ

きたいと思います。 

 

１ 身なり ①プール塩素による頭髪の脱色は問題としないが、生徒の故意による頭髪の変色は認

めない。 

②日焼け止めなど健康維持に必要なクリーム等の使用は認めるが、化粧品の使用を認

めない。特に手足の爪の彩色に注意してください。 

（日本水泳連盟の競技規則上、失格にはならない事項ですが、中体連の大会としては

出場停止や失格などの処置をとります。） 

③ピアス、ミサンガ、ブレスレットなどの装飾品はつけないようにご指導ください。 

（日本水泳連盟の競技規則上、失格となる事項です。） 

 

２ 服装等 ①制服、学校指定のスポーツウェア、部活動指定のスポーツウェア、山口県水泳連盟

配布のスポーツウェアを着用のこと。 

②会場では上下足の区別をきちんとすること、プールサイドでは、履き物は使用せず、

裸足で移動すること。 

③上着の着用については、胸のマーク（ジャージメーカーのマーク・校名・校章、ネ

ームなど）までファスナーを閉めることが望ましく、衣服が肩から落ちないように

指導する。また、両腕の袖から手を出すことが望ましい。ズボン、半パン等は腰ひ

も、ベルトのラインが腰骨の上になるよう指導する。 

④着用する水着、キャップ、ウェアについて、学校名、県名、市町村名がプリントさ

れたものは可。スイミングクラブ名がプリントされたものはいかなる場合も不可。

製造メーカー名は水着であれば３０平方センチメートルを超えるもの、キャップで

あれば２０平方センチメートルを超える面積で表示されたものは不可である。（歩

くコマーシャルとなる行為は競技規則違反で失格となる。） 

 

３ 持ち物  音楽機器、ゲーム機、カード類、携帯電話など普段の学校生活で持参してはいけな

いものについては、大会会場に持ち込まないようにご指導ください。 

        ※持ち込みを確認した時点で指導、預かり処置をお願いします。 
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