平成３０年度

第６７回秋田県中学校総合体育大会
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水泳競技大会要項

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。
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
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
後
援 秋 田県 中学校 長会 秋田 県 秋 田市 （公 財）秋 田県体 育協会
（一 財）秋 田市体 育協 会 秋 田魁新 報社 ＮＨＫ 秋田 放送局 ＡＢ Ｓ秋田 放送
Ａ ＫＴ 秋田テ レビ ＡＡ Ｂ秋田 朝日放 送
会
期 平 成３ ０年７ 月１４ 日（ 土）～ ７月１ ６日 （月）
７ 月１４ 日（ 土） 開場・ 準備
８ ：００ ～＊会 場準 備（秋田市）
ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ １０ ：００ ～１２ ：０ ０
監督者 会議 １０ ：３０ ～１０ ：５ ０
開会式
１２ ：３０
競技
１３ ：００ ～１６ ：０ ０
７ 月１５ 日（ 日） 競技
９ ：３０ ～１５ ：３ ０
７ 月１６ 日（ 月） 競技
９ ：３０ ～１５ ：３ ０
閉会式
１５ ：４０ （予定 ）
会
場 秋 田県 立総合 プール (50ｍ公 認) 秋田 市新 屋字砂 奴寄４ －６ ℡018-895-5056
競 技 種 目(第５８ 回全 国中学 校水泳 競技 大会に 準ずる )
自 由形
50ｍ 100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ
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
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、 各郡市 の予選 を経て 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 。
（４ ）過年 齢生徒 の参 加につ いては 、体力 的・技 術的 要因が 大きく 関わる と考
え、 満１６ 歳に 達した 年度ま で出場 できる もの とする 。
郡 市参加 枠（１ ）各郡 市大会 にお いて、 ３位ま で入賞 した個 人及 びリレ ーチー ム。
（ ただし 、郡市 大会 出場当 該種目 にの みエン トリー できる ）
（２ ）各郡 市大会 にお いて別 紙の参 加標準 記録を 突破 した個 人及び リレー チー
ム。
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 。
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。
競 技 規 則 ２ ０１８ 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 。
競 技 方 法 （１ ）男 女別学 校対抗 とす る。
（２ ）予選 ・決勝 とも 、10レ ーンで 行う。
（３ ）各種 目、予 選・ 決勝を 行う。 男子1500ｍ自 由形 ・女子 800ｍ自 由形は タ
イム 決勝と する 。エン トリー 者が10名に満 たな い場合 でも、 予選・ 決勝
を行 う。
（４ ）決勝 は、予 選タ イム上 位10名 。棄権 者が出 た場 合は、 次点上 位より 順次
出場 権を与 える 。また 、同タ イムの ため10名（ 10チー ム）以 上にな った
場合 は、抽 選に より決 勝進出 者を決 定する 。
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彰 （１ ）団体 総合
男女 優勝校 それ ぞれに 優勝旗 、３位 までの 入賞 校に賞 状を贈 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 を贈る 。
参 加 料
選手１ 名につ き２ ，００ ０円と する 。
参 加 申 込 【 各中学 校申込 締切 】
①Webエ ントリ ー入力 締切
②各 中学校 申込 書類締 切

平成 ３０年 ６月 ２１日 (木 )正 午［厳 守］
平成 ３０年 ６月 ２２日 (金 )必 着

【各中 学校 申込先 】
別 紙大会 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）
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〒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Ｈ Ｐ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）→ 校長の 公印 を押印 するこ と。
② 各種申 込書→ 申込 責任者 印を押 印する こと 。
③ 競技会 申込み （エ ントリ ーＴＩ ＭＥ） 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。
抽
選
平 成３０ 年６月 ２５ 日(月)午前９ 時３０ 分～ 秋田 県立総 合プー ル役員 室
宿
泊
「 宿泊要 項」を 参照 の上、 必要に 応じて 各校で 申し 込むこ と。
東北･全国大会出場枠（ １）東 北大会 には 、４位 以内に 入賞し た個人 及び リレー チーム が出 場でき る。
また 、予選 ・決 勝を問 わず、 別紙の 標準記 録を 突破し た個人 及びリ レー
チー ムが出 場で きる。
（２ ）全国 大会に は、 予選・ 決勝を 問わず 、別紙 の標 準記録 を突破 した個 人及
びリ レーチ ーム が出場 できる 。
そ の 他 （１ ）選 手宣誓 は、前 年度 男子優 勝校横 手市 立横手 南中学 校主将 が行う 。
（２ ）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 。
（３ ）ウォ ーミン グア ップは 、２５ ｍサブ プール とす る。
（４ ）棄権 の際は 、棄 権用紙 に理由 を書き 込み、 本部 に提出 する。
（５ ）各校 の受付 は、 ７月１ ４日（ 土）午 前８時 ３０ 分より １階ロ ビーで 行う 。
（６ ）場内 の撮影 は、 撮影許 可証を 必要と し、各 校監 督を通 じて事 前申込 （６
月２ ２日ま で） とする 。大会 当日、 各校監 督を 通じて 配布す る。
（７ ）（公 財）日 本水 泳連盟 Web-SWMSYSを 活用し てプ ログラ ムを編 成する ため 、
平成 ３０年 度（ 公財） 日本水 泳連盟 競技者 登録 を完了 するこ と。
○ 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。
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
秋田県 中学校 体育 連盟水 泳競技 専門 部 委 員長 根本 大輔
E-mail：akitachutairen.swim@gmail.com
TEL 0186-55-1505 FAX 0186-55-1789

