
令和４年度 静岡県中学校総合体育大会 水泳競技の部 東部・中部地区予選会 
 

１． 主 催   静岡県中学校体育連盟 静岡県教育委員会 （一社）静岡県水泳連盟 

２． 主 管   静岡県中学校体育連盟東部地区水泳競技部 中部地区水泳競技部 
伊豆駿河湾游泳協会 静岡水泳協会 

３． 期 日   令和４年７月９日(土)・10 日(日) 
４． 会 場   静岡県富士水泳場〔長水路：50m×10 レーン〕 

〒417-0801 静岡県富士市大渕 266 TEL：0545-35-6022 FAX：0545-35-6023 

５．競技方法 

(1) 日本水泳連盟競泳競技規則に則ってレースを行う。 

(2) 予選（東中地区合同）・決勝（地区別）を行う。ただし、個人競技 400m 以上の種目においてはタイム決

勝（東中地区合同）とする。各地区エントリーが 10 人未満でも予選・決勝を行う。 

６．競技種目 

自 由 形 …  50m・100m・200m・400m・800m〔女子〕・1500m〔男子〕 

背 泳 ぎ  … 100m・200m 

平 泳 ぎ  … 100m・200m 

バ タ フ ラ イ  … 100m・200m 

個 人 メドレー  … 200m・400m 

フ リ ー リ レ ー  … 4×100m 

メ ド レ ー リ レ ー  … 4×100m 

７．表彰 

  東部、中部別に各地区各種目上位８位までに入賞した選手及びリレーチームに賞状を授与する。 

８．申し込み規定 

  学校教育法に規定する中学校に在学し、学校長が参加を認めた生徒であって、2007 年 4 月 2 日以降に生

まれた生徒に限る。 

９．申し込み制限 

(1)１校１種目３名以内、１名２種目以内とする。ただし、リレー種目は除く。 

(2)フリーリレー及びメドレーリレーについては、それぞれ男女別に１校１チームとする。尚、リレーメンバーは１チ

ーム６名までエントリーできる。 

 (3)男子 1500ｍ自由形及び女子 800ｍ自由形に参加標準記録（男子（1500ｍ自由形）24 分 00 秒 0、女

子（800ｍ自由形）14 分 40 秒 0）を設ける。競技をスムーズに進行するため、標準記録を突破した選手

のみが出場できる。本競技において標準記録を大幅にオーバーしそうな場合、審判員の判断により途中で

中断する場合がある。 
10．参加費 

参加者から出場種目数にかかわらず 1 人 500 円の参加費を徴収する。リレー種目のみの選手および、リ

レー補欠選手についても同様とする。大会当日、学校受付にて各校顧問または引率教員がチーム分をまとめ

て受付にて提出する。２日間出場する学校は、１日目にまとめて提出する。 
11.申込方法 

(1) 本競技会への参加の申し込みは、全て日本水泳連盟のエントリーシステム「Web-SWMSYS」を利用し

て行う。他の方法による申し込みは一切受け付けない。 

(2) 別紙説明書に沿って、期日までに各学校の団体登録・個人登録を済ませること。登録に際し、登録料が

発生する場合としない場合とで団体登録番号が違うので、マニュアルをよく読み間違えないようにするこ

と。間違えてエントリーを行った場合、主催者等で変更は行わない。 

(3) 団体登録・個人登録の完了後に別紙エントリー説明書に沿って行う。入力作業の締め切りは 2022 年６

月 20 日（月）１７：００までとする。この時刻を過ぎても画面は立ち上がるが、この時刻を過ぎたエントリー

は認めないこととする。期限を過ぎた場合の申込や種目変更は、いかなる理由であっても認めない。なお、

エントリーの開始日は６月１日（水）とする。エントリーの際、東部（１）か中部（２）を選択すること。 



12.提出書類 
(1) Web-SWMSYS の入力終了後、以下の書類を印刷する。 

①競技会申込明細表 

②競技会申し込み（エントリーTIME）データ一覧 

③競技会申し込み（リレー）データ一覧 ※リレー出場校のみ 

(2) 申込書類の代表者欄に職印、担当者欄に担当者の印を必ず押印する。押印した書類は、6 月 24 日

(金)17 時必着で各地区担当者に送付すること。押印漏れがあった場合には受け付けられないので注

意する。提出後の種目・距離・出場選手の変更は原則として認められない。 

(3) 大会当日の受付時に健康チェックシートを（一社）静岡県水泳連盟 HP からダウンロードし提出する。提

出しないと出場できないので、選手・保護者へ周知しておくこと。 

 
13.新型コロナウィルス感染予防対策 

(１) 感染リスク拡大や「非常事態宣言」の発令など、開催が困難な状況になった場合（あるいはその可能性

が高まった場合含）は競技会を中止する。 

(２) 地区ごと時間を分けて入場する。入場口について選手及び引率顧問は２階、役員及び撮影業者は１階と

する。ただし、天候等で選手及び引率顧問を１階から入場することもある。朝の入場後に２階を閉鎖し、それ

以降の入退場は全て１階とする。 

(３) 招集はウッドデッキにて行う。荷物は、指定された場所等に置き、更衣場所などに放置しない。放置した場

合は、大会本部で撤去・保管する。プールサイドは土足禁止とする。 

(４) 当日、館内に入場できるのは、選手、事前に登録した引率者（校長、教員、部活動指導員）、大会役員、競

技役員のみとする。管理職は氏名・学校名を受付で確認し体温チェックを行い、問題なければ入場を許可

する。撮影業者は、事前に支部長を通じて大会本部に学校名を報告する。 

(５) 感染対策の徹底を図るため、出場選手・競技役員・引率教員の全てに対し、当日朝の検温及び、健康状

況に関するチェックを行う。入場時の検温、手指消毒をする。衛生面から、マスクケースや専用のビニール

袋などを持参し、その中にしまうこと。選手は、プールに入るときと食事のみマスクを外し、それ以外はマスク

着用をすること。食事は観客席のみで黙食とし、ソーシャルディスタンスを意識して行動すること。 

(６) 密集密接の防止から、ホワイエ、観客席後方通路を控え場所として使用することを禁止する。観客席で

は、隣同士、前後に重なって座ることがないように１席以上間隔をあけること。 

(７) 大会当日、風邪症状や微熱、軽度の咽頭痛などの症状がある場合は、感染拡大を防止する目的で参加

を見合わせる。 

(８) 選手・引率教員の健康チェックシートを学校受付時に提出する。提出を忘れたチーム、選手についての参

加は認められないので注意すること。学校受付は、全選手の入場を終えた後に場内の指示で２階で行う。 

(９) 参加者による大きな声での会話や声援を送ることを禁止する。応援は拍手のみとする。 

(1０) 大会終了後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、主催者に対して速やかに濃厚接

触者の有無等について報告すること。 

 

14.静岡県中学校総合体育大会〔7 月 26・27 日(火・水)／浜松市総合水泳場〕への参加資格 
(1) 本競技会において各地区各種目で、上位６位までに入賞した選手 

(2) 本競技会において各地区各種目で、参加標準記録を突破した選手及びリレーチーム〔同タイム含〕 

①リレー種目の第１泳者の記録は対象外とする。 

②800m/1500m 自由形、リレー種目については、参加標準記録突破者・チームのみとする。 

(3) 県大会は公認競技会のため、予選会において、国際水泳連盟〔FINA〕の認証モデルの水着を着用して

泳いだ選手のみを対象とする。招集でチェックを行い、形状や素材など、最低限の条件を満たせば、FINA

認証モデルではない水着を着用してレースに出場することを許可する。ただし、県大会への参加資格に関

しては対象外となり、記録も参考記録とする。 

 
（４）県大会参加標準記録（★のついた競技は、標準記録突破のみが県大会参加資格となる） 



種 目 男 子 女 子  種 目 男 子 女 子  

        

        

     

自由形 バタフライ 

50m 27.81 30.06 100m 1:06.90 1:11.22 

100m 1:00.78 1:05.51 200m 2:39.12 2:50.18 

200m 2:13.60 2:26.49 個人メドレー 

400m 4:48.71 5:05.86 200m 2:33.16 2:42.93 

800m★  10:40.00 400m 5:2９.04 6:00.22 

1500m★ 19:30.00  フリーリレー 

背泳ぎ 4×100m★ 4:20.29 4:49.75 

100m 1:11.40 1:15.06 メドレーリレー 

200m 2:35.99 2:41.77 4×100m★ 4:53.02 5:2５.82 

平泳ぎ    

※参加標準記録は、2021 年度各地区予選会の 
総合ランキング 25 位の記録で設定する。 

100m 1:15.76 1:23.91 

200m 2:45.03 3:01.40 

15. その他 
(1) エントリー締め切り後、二次要項を「静岡県中学校体育連盟水泳専門部」の HP に掲載する予定。参加

校の顧問及び担当教師はその内容を確認し、選手・保護者に周知徹底を図ること。 

(2) 中学校体育連盟の競技会であるので、スイミングクラブ名の入った水着、キャップ、ジャージ、Ｔシャツ、ポ

ロシャツ、バッグ等の持ち込みや着用は禁止とする。 

(3) 普段の学校生活同様、携帯電話やゲーム機などの持ち込みや使用がないように、各学校で事前に十分

指導する。尚、会場係が見回り、発見した場合は、厳しく対応する。 

(4) カメラやビデオ等〔携帯電話やスマートフォンなども含む〕による撮影は、顧問及び競技役員、卒業アルバ

ムの撮影業者のみプールサイドの撮影エリア及びスタンドで行う。指定場所以外で撮影した場合、撮影し

たものを提出（あるいは削除）していただく場合がある。 

(5) 県大会に出場する学校の顧問は、関係書類を１日目及び２日目競技終了後 30 分以内に本部に受け取

りに来る。特に県大会に関する顧問会議は行わない。配付資料をよく読み手続きを行う。 

(6) 競技会１日目あるいは２日目に台風等悪天候が予想される場合、２日間の内いずれかで全ての競技を

行う。実施の連絡や詳細に関しては「静岡県中学校体育連盟水泳専門部」のホームページに掲載する。

各校への連絡は行わない。 

(7)  チーム編成について 

① 引率は、出場校の校長、教員、部活動指導員（学校教育法施行規則第 78 条の２に基づく）とする。 

② 静岡県中学校体育連盟が主催する本競技会においても県大会同様に、出場するチーム・選手の引率

者、監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）、トレーナー等は、部活動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者とする。校長はこの点を確

認して、大会申込書を作成する。なお、外部の指導者（コーチ）、トレーナー等は、校長から暴力等に対

する指導処置を受けていないこととする。 

(8) 県大会において横退水を行うため、本大会においても、選手は競技成立後、横退水を基本とする。ただ

し、競技成立まで時間を要する場合やリレー種目などは、競技役員の指示に従い自レーンから退水する。 

(9) 忘れ物は２週間大会本部で預かり、それ以降は処分する。富士市立吉原第二中、村岡まで学校顧問が

直接連絡をする。なお、確認された場合は、直接顧問が吉原第二中中学校まで取りに来るか、郵送（着払

い）で学校へ送付する。 

(10) 無観客となるため、You Tube 配信を行う。詳細（QR コード等）については後日、出場校へ連絡する。

You Tube 配信動画、会場内で撮影したものに関して SNS やインターネットに公開することを禁止する。 

(12) 要項等の変更や追加連絡がある場合には、地区部長から出場校へ連絡をする。 

(1３) 警報等で大会を延期または中止する場合は、当日「静岡県中学校体育連盟水泳専門部」HP に６：００に

掲載する。 



1. 女子 4×100 m フリーリレー 予選 41. 女子 4×100 m メドレーリレー 予選
2. 男子 4×100 m フリーリレー 予選 42. 男子 4×100 m メドレーリレー 予選
3. 女子 200 m 背泳ぎ 予選 43. 女子 200 m 個人メドレー 予選
4. 男子 200 m 背泳ぎ 予選 44. 男子 200 m 個人メドレー 予選
5. 女子 50 m 自由形 予選 45. 女子 100 m 背泳ぎ 予選
6. 男子 50 m 自由形 予選 46. 男子 100 m 背泳ぎ 予選
7. 女子 200 m 自由形 予選 47. 女子 100 m 自由形 予選
8. 男子 200 m 自由形 予選 48. 男子 100 m 自由形 予選
9. 女子 200 m バタフライ 予選 49. 女子 100 m バタフライ 予選
10. 男子 200 m バタフライ 予選 50. 男子 100 m バタフライ 予選
11. 女子 200 m 平泳ぎ 予選 51. 女子 100 m 平泳ぎ 予選
12. 男子 200 m 平泳ぎ 予選 52. 男子 100 m 平泳ぎ 予選
13. 女子 800 m 自由形 タイム 決勝 53. 女子 400 m 自由形 タイム 決勝
14. 男子 1500 m 自由形 タイム 決勝 54. 男子 400 m 自由形 タイム 決勝
15. 女子 400 m 個人メドレー タイム 決勝 55. 女子 200 m 個人メドレー 東部 決勝
16. 男子 400 m 個人メドレー タイム 決勝 56. 女子 200 m 個人メドレー 中部 決勝
17. 女子 200 m 背泳ぎ 東部 決勝 57. 男子 200 m 個人メドレー 東部 決勝
18. 男子 200 m 背泳ぎ 東部 決勝 58. 男子 200 m 個人メドレー 中部 決勝
19. 女子 200 m 背泳ぎ 中部 決勝 59. 女子 100 m 背泳ぎ 東部 決勝
20. 男子 200 m 背泳ぎ 中部 決勝 60. 女子 100 m 背泳ぎ 中部 決勝
21. 女子 50 m 自由形 東部 決勝 61. 男子 100 m 背泳ぎ 東部 決勝
22. 男子 50 m 自由形 東部 決勝 62. 男子 100 m 背泳ぎ 中部 決勝
23. 女子 50 m 自由形 中部 決勝 63. 女子 100 m 自由形 東部 決勝
24. 男子 50 m 自由形 中部 決勝 64. 女子 100 m 自由形 中部 決勝
25. 女子 200 m 自由形 東部 決勝 65. 男子 100 m 自由形 東部 決勝
26. 男子 200 m 自由形 東部 決勝 66. 男子 100 m 自由形 中部 決勝
27. 女子 200 m 自由形 中部 決勝 67. 女子 100 m バタフライ 東部 決勝
28. 男子 200 m 自由形 中部 決勝 68. 女子 100 m バタフライ 中部 決勝
29. 女子 200 m バタフライ 東部 決勝 69. 男子 100 m バタフライ 東部 決勝
30. 男子 200 m バタフライ 東部 決勝 70. 男子 100 m バタフライ 中部 決勝
31. 男子 200 m バタフライ 中部 決勝 71. 女子 100 m 平泳ぎ 東部 決勝
32. 女子 200 m バタフライ 中部 決勝 72. 女子 100 m 平泳ぎ 中部 決勝
33. 男子 200 m 平泳ぎ 東部 決勝 73. 男子 100 m 平泳ぎ 東部 決勝
34. 女子 200 m 平泳ぎ 東部 決勝 74. 男子 100 m 平泳ぎ 中部 決勝
35. 男子 200 m 平泳ぎ 中部 決勝 75. 女子 4×100 m メドレーリレー 東部 決勝
36. 女子 200 m 平泳ぎ 中部 決勝 76. 女子 4×100 m メドレーリレー 中部 決勝
37. 男子 4×100 m フリーリレー 東部 決勝 77. 男子 4×100 m メドレーリレー 東部 決勝
38. 女子 4×100 m フリーリレー 東部 決勝 78. 男子 4×100 m メドレーリレー 中部 決勝
39. 男子 4×100 m フリーリレー 中部 決勝
40. 女子 4×100 m フリーリレー 中部 決勝

【１日目】　７月９日（土） 【２日目】　７月１０日（日）

令和４年度　静岡県中学校総合体育大会　水泳競技の部　東部・中部地区予選会　競技順序
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