
２２２２ 水泳競技水泳競技水泳競技水泳競技

１ 期 日１ 期 日１ 期 日１ 期 日 平成２６年８月６日（水）

２ 会 場２ 会 場２ 会 場２ 会 場 ダイエープロビスフェニックスプール

〒 940-0826 新潟県長岡市長倉町１３３８番地 電話 0258(39)3211

３ 日 程３ 日 程３ 日 程３ 日 程 ５日（火） 各県競技部代表者会議 １４時００分（会場施設内役員室）

６日（水） 開 場 ７時００分

監督会議 ８時００分 会議室(参加者:各県総監督･男女監督)

開 会 式 ８時３０分

競技開始 ９時００分

終了予定 １５時３０分

閉 会 式 １５時４０分 閉会式終了 １５時５５分（予定）

４ 競技種目４ 競技種目４ 競技種目４ 競技種目 自 由 形 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ

８００ｍ（女） １５００ｍ（男）

平 泳 ぎ １００ｍ ２００ｍ

バ タ フ ラ イ １００ｍ ２００ｍ

背 泳 ぎ １００ｍ ２００ｍ

個人メドレー ２００ｍ ４００ｍ

フリーリレー ４００ｍ

メドレーリレー ４００ｍ

５ 競技規則５ 競技規則５ 競技規則５ 競技規則 （１）２０１４年度日本水泳連盟競泳競技規則による。

（２）競技はすべてタイムレースとする。

６ 参加規定６ 参加規定６ 参加規定６ 参加規定 （１）各県１種目３名（開催県は４名）、１人２種目以内（リレー種目を

除く）とする。ただし、予選会において３位（開催県は４位）同着

の選手も出場できる。リレー種目は各県１種目３校（開催県４校）

とし、３位（開催県４位）同着の学校も出場できる。

（２）リレー種目の補欠は２名までとする。

７ 引率者及び監督７ 引率者及び監督７ 引率者及び監督７ 引率者及び監督

（１）引率職員は、該当校の校長・教員であること。

（２）本大会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。ただし、外

部指導者（コーチ）は出場校の校長が認めた者１名とし、指導者承

認書（様式Ｂ）を参加申込時に提出すること。

（３）引率者の特例

北信越中学校総合競技大会の個人種目への参加について、校長・教

員が引率できず、校長がやむを得ないと判断した場合に限り、「全

国中学校体育大会引率者細則」に準じ、校長が引率者として承認し

た外部指導者（コーチ）の引率を認める。なお、当該校の校長は、

北信越中学校総合競技大会引率者・監督者報告書（様式Ｃ）に必要

事項を記入し、申し込み時に大会事務局に提出すること。

（４）各県の役員は、総監督１名、男子監督１名、女子監督１名とする。

監督は、各県中学校体育連盟会長が委嘱した教員であること。



８ 表 彰８ 表 彰８ 表 彰８ 表 彰

（１）学校対抗とし、個人種目には１位８点、２位７点・・・８位１点を

与え、リレー種目の得点は個人種目得点の２倍とする。

総合得点の多い学校を優勝とする。総合得点が同点の場合には、次

の方法によって順位を決定する。

①リレー種目による得点の多い学校

②入賞者の多い学校（リレー種目は４人として計算）

③１位の数

④２位の数（以下８位までこれにならう）

（２）表彰は北信越大会実施要項の規定により表彰する。

①学校対抗は３位まで賞状を授与する。

②個人（リレー種目を含む）は８位まで賞状を授与する。

９ 競技日程９ 競技日程９ 競技日程９ 競技日程 ※正式な競技時間については大会前日に発表する。

（１）女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 9:00 （16）男子 200m 平泳ぎ 12:50
（２）男子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 9:19 （17）女子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 13:02
（３）女子 800m 自由形 9:39 （18）男子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 13:11
（４）男子 1500m 自由形 10:09 （19）女子 400m 自由形 13:23
（５）女子 50m 自由形 10:55 （20）男子 400m 自由形 13:36
（６）男子 50m 自由形 10:59 （21）女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 13:52
（７）女子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 11:06 （22）男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 13:58
（８）男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 11:22 （23）女子 100m 自由形 14:07
（９）女子 200m 自由形 11:40 （24）男子 100m 自由形 14:13
（10）男子 200m 自由形 11:49 （25）女子 100m 背泳ぎ 14:21
（11）女子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 12:00 （26）男子 100m 背泳ぎ 14:28
（12）男子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 12:08 （27）女子 100m 平泳ぎ 14:37
（13）女子 200m 背泳ぎ 12:19 （28）男子 100m 平泳ぎ 14:43
（14）男子 200m 背泳ぎ 12:28 （29）女子 400m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 14:57
（15）女子 200m 平泳ぎ 12:40 （30）男子 400m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 15:12

10 その他10 その他10 その他10 その他 巻末の参加申込書を各県ごとにとりまとめて申し込むこと。

様式１：県別男女別一覧表 → 県専門委員長作成

様式２：学校別参加一覧表 → 各参加校作成

（１）申込の詳細については、各県水泳専門委員長の指示に従うこと。

（２）会場使用などの詳細については、二次要項による。二次要項は各県専門委

員長を通じて配布する。

【資料】

各県番号（申し込み用紙記入時に使用します。）

福井県２０ 富山県１８ 長野県１６ 石川県１９ 新潟県１７


