
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

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
リレー種目： １校各種目１チーム

（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
※ ４月２０日（水）からエントリー可能。

○　個人種目、ﾘﾚｰ種目ともに、Web-SWMSYSのｸﾗｽ欄に01東部・02西部を入力すること

○　郵送による提出物　（①～③には校長印・担当者印を押印のこと）
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）」
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）」　※出場校のみ

③ Web-SWMSYSから印刷される　「申し込み明細表」
 ④  「きららプール利用者名簿」　２日分を作成すること　

 引率者/選手/帯同役員/外部指導者/(応援管理職・アルバム業者等)を記載

個人種目：　１校１種目３名以内、１名２種目以内（リレーを除く）

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・体罰・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。

　備すること。

４００ｍ
４×５０ｍ

４×１００ｍ８００(女）１５００（男）
１００ｍ　４００ｍ

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学校教育法第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

（３）すべてタイム決勝で行う。
（４）競技は東部・西部の選手を合同で行い、東部・西部別に順位を決定する。
　　それぞれ、３位までの入賞者（チーム）に賞状を授与する。

自由形

第１日目
５０ｍ　２００ｍ

２００ｍ ２００ｍ ２００ｍ

（２）（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行う。

第６９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
山口県東部中学校体育連盟連絡協議会・山口県西部中学校体育連盟連絡協議会

山口市教育委員会

６月　４日（土） ～ ６月　５日（日）　　　（午前９時３０分　開会式）
※新型コロナウイルス感染症予防のため開閉会式を行わない場合があります。

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）東部、西部別の学校対抗とする。

Webエントリー
をお願いします。

今年度きらら名簿
提出が必要なくなりました。



（４）申込期日

（５）申込先 〒７５３－０８５１　　山口市黒川１２３１－１　　ＴＥＬ：０８３-９２４-７７００

　　　　　　　　　　　　山口市立平川中学校　　　鈴木　邦幸（宛）

（６）制限タイム １５００ｍ自由形　　２３分００秒　　８００ｍ自由形　　１３分００秒
申込日までに、公認大会や（校内・ＳＣ）記録会[短水路可]で記録を樹立していること
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る。
この場合、順位対象外となる。失格とはせず、記録は公認される。

（７）大会負担金 選手１名につき500円（大会受付で集金する）

（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。Web-SWMSYSの入力欄に競技役員名を入力すること。
　   　《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。》

（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すること。
     提出された出場申込書は公印が押印されていることから正式文書として処理する。
　　　＊申し込み期限後の種目変更、追加エントリーは原則認めない。
　　　＊記入間違い、記入漏れがないように十分ご注意すること。（平泳ぎ、背泳ぎのミスが多数ある）

９　成績決定方法
　　　　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。
　　　　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）

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　フリーリレー

＊令和３年度優勝校は優勝旗を必ず持参してください
男子 西部　　　　　大嶺中学校 東部　　　　　末武中学校
女子 西部　　　　　大嶺中学校 東部　　　　　久保中学校

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。社会体育の競技大会とはルールが異なることを選手に周知してください。
(2)本大会は以下のように実施します。
　①　東部・西部ともに会場を山口きらら博記念公園水泳プールとする。
　②　運営は１つの大会として統合し、競技を東部・西部合同で行う。
　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。
(3)新型コロナウイルス感染拡大防止のために、プール施設への入場者は、
　学校同行者体調記録表（中体連様式：別紙２）を大会初日の受付で提出すること。

(1)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

　　　　　　　＊賞状は、大会終了後、学校別にまとめて手交する。

（１）団体　　東西別・男子女子各優勝校に優勝旗、３位までに賞状を授与する。
（２）個人　　東西別・各種目３位までに賞状を授与する。

５月１７日（火）正午必着 出力した一覧表は、 提出前に必ず選手本人が確認。



１　趣　　　旨

２　主　　　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。

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
リレー種目： １校各種目１チーム

（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　（①～③には校長印・担当者印を押印のこと）

※ ６月６日（月）からエントリー可能。
①
②
③
 ④  「きららプール利用者名簿」　２日分を作成すること　

 引率者/選手/帯同役員/外部指導者/(応援管理職・アルバム業者等)を記載

（４）申込期日 ６月１６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 〒７５３－０８５１　　山口市黒川１２３１－１　　ＴＥＬ：０８３-９２４-７７００
　　　　　　　　　　　　山口市立平川中学校　　　鈴木　邦幸（宛）

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　「申し込み明細表」

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・体罰・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こと。

個人種目：　１校１種目３名以内、１名２種目以内（リレーを除く）

Web-SWMSYSから印刷される　「エントリータイム一覧表（個人種目）」

　備すること。

②学校教育法第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

５０ｍ　２００ｍ

（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。）
 　　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。

１００ｍ　４００ｍ
８００(女）１５００（男）

自由形

（２）（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行う。

第５８回山口県中学校水泳競技選手権大会
　　兼　第５６回中国中学校水泳競技選手権大会山口県予選会
　兼　第６２回　全国中学校水泳競技大会山口県予選会

　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。
山口県中学校体育連盟・山口県教育委員会・（一財）山口県水泳連盟

３　共　　　催 山口市教育委員会

７月１６日（土）～７月１７日（日）　　　（午前９時３０分　開会式）
※新型コロナウイルス感染症予防のため開閉会式を行わない場合があります。

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。

Webエントリー
をお願いします。

今年度きらら名簿
提出が必要なくなりました。



（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。Web-SWMSYSの入力欄に競技役員名を入力すること。

　   　《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、県水泳連盟ＨＰにスタートリストを掲載します。

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）

１０　２０２２年度山口県中学校選手権　参加標準記録一覧
種　　目 距　　離（ｍ） 男　　子 女　　子

　　　　申込日までに、公認大会や（校内・ＳＣ）記録会[短水路可]で記録を樹立していること。
　　　　エントリータイムはベストタイムを1/100秒まで入力すること。
　　　　入力されたタイムや樹立大会、年月日について水泳専門部または県水泳連盟情報システム委員会
　　　　からエントリー責任者へ問い合わせることがある。
　　　　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る。
　　　　この場合、順位対象外となり決勝に進出できない。失格とはせず、記録は公認される。

１１　表　　　彰 （１）団体 　男・女・総合優勝校に優勝旗および優勝杯を、３位までに賞状を授与する。
（２）個人 　各種目３位まで賞状を授与する。
※令和３年度優勝校は優勝旗、優勝杯を必ず持参してください

総合   末武中　　　男子　末武中　　　女子　　久保中

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
＊８００／１５００ｍ自由形およびリレー種目はタイム決勝、他の種目は予選→決勝とする。

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 (1)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。社会体育の競技大会とはルールが異なることを選手に周知してください。
(2)新型コロナウイルス感染拡大防止のために、プール施設への入場者は、
　学校同行者体調記録表（中体連様式：別紙２）を大会初日の受付で提出すること。

※　７月１７日（日）昼休みに、候補選手の監督(引率者)対象の説明会を開催します。

第　１　日　（７月１６日　土） 第　２　日　（７月１７日　日）

個人メドレー
２００ ３：３０．００ ３：４５．００
４００ ７：３０．００ ８：００．００

バタフライ
１００ １：２５．００ １：４０．００
２００ ３：３０．００ ３：４５．００

３：２０．００ ３：３０．００

平泳ぎ
１００ １：３２．００ １：４０．００
２００ ３：２５．００ ３：３５．００

背泳ぎ
１００ １：２７．００ １：３５．００
２００

２３：００．００ １３：００．００

２００ ２：４５．００ ３：００．００自由形

　５０

1500（男）、800（女）

３３．００

４００ ６：２０．００

３５．００
１００ １：１２．００ １：１８．００

６：３０．００



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
１００ｍ １００ｍ １００ｍ ２００ｍ ４×５０ｍ ４×１００ｍ
２００ｍ ２００ｍ ２００ｍ

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学校教育法第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 個人種目：　１校１種目３名以内、１名２種目以内（リレーを除く）
リレー種目： １校各種目１チーム

（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
　※６月３０日（木）からエントリー可能。
○　郵送による提出物　（①～③には校長印・担当者印を押印のこと）

 　④ 「きららプール利用者名簿」　２日分を作成すること　
 　　　引率者/選手/帯同役員/外部指導者/(応援管理職)を記載

（４）大会負担金 選手１名につき500円（大会受付で集金する）

（５）申込期日 ７月１９日（火）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。

自由形
５０ｍ　１００ｍ

　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

　③　Web-SWMSYSから印刷される　「申し込み明細表」

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・体罰・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こと。

　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）」

２００ｍ　４００ｍ

（１）学校対抗とする。
（２）（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行う。
（３）すべての種目をタイム決勝で行う。

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

８月２０日（土）　　　（午前９時３０分　開会式）

山口県教育委員会・山口県中学校体育連盟・（公財）山口県体育協会

山口市教育委員会

第１回山口県中学校新人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。

Webエントリー

をお願いします。

出力した一覧表は、
提出前に必ず
選手本人が確認。

今年度きらら名簿
提出が必要なくなりました。



（６）申込先 〒７５３－０８５１　　山口市黒川１２３１－１　　ＴＥＬ：０８３-９２４-７７００

　　　　　　　　　　　　山口市立平川中学校　　　鈴木　邦幸（宛）

（７）　２０２２年度山口県中学校新人体育大会　参加標準記録一覧

（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。Web-SWMSYSの入力欄に競技役員名を入力すること。
　   　《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。》

（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すること。
     提出された出場申込書は公印が押印されていることから正式文書として処理する。
　　　＊申し込み期限後の種目変更、追加エントリーは原則認めない。

９　成績決定方法
　　　　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。
　　　　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）

１０　表　　　彰

１１　競技順序
女男　　　４×５０ｍ　フリーリレー 女男　　　４００ｍ　自由形
女男　　　　５０ｍ　自由形 女男　　　２００ｍ　個人メドレー
女男　　　２００ｍ　自由形 女男　　　１００ｍ　背泳ぎ
女男　　　２００ｍ　背泳ぎ 女男　　　１００ｍ　平泳ぎ
女男　　　２００ｍ　平泳ぎ 女男　　　１００ｍ　バタフライ
女男　　　２００ｍ　バタフライ 女男　　　１００ｍ　自由形

女男　　　４×１００ｍ　メドレーリレー
＊昨年度山口県体育大会優勝校の優勝旗は各学校で保管してください。

１２　その他 (1)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。社会体育の競技大会とはルールが異なることを選手に周知してください。

(2)新型コロナウイルス感染拡大防止のために、プール施設への入場者は、
　学校同行者体調記録表（中体連様式：別紙２）を大会の受付で提出すること。

申込日までに、公認大会や（校内・ＳＣ）記録会[短水路可]で記録を樹立していること。
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る。
この場合、順位対象外となる。失格とはせず、記録は公認される。

（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。
（２）個人　　各種目３位入賞者（チーム）に賞状を授与する。
　　　　　　　＊賞状は、閉会式終了後、学校別にまとめて手交する。

バタフライ
１００ １：３８．００ １：４５．００
２００ ３：４０．００ ３：５０．００

個人メドレー ２００ ３：３５．００ ３：５０．００

平泳ぎ
１００ １：４８．００ １：５１．００
２００ ３：３９．００ ３：４５．００

背泳ぎ
１００ １：４１．００ １：４６．００
２００ ３：２１．００ ３：３５．００

自由形

　５０ ３７．００ ３９．００
１００ １：２７．００ １：３０．００
２００ ３：００．００ ３：０３．００
４００ ６：３３．００ ６：４０．００

女　　子種　　目 距　　離（ｍ） 男　　子


