２０２１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

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(監督であること)に監督

依頼をしてください（様式は中体連 HP にあります）。
３

大会結果、８位表は、大会後、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。選手名の開示について、申込前に保護者・本人の同意を得るようにお願いします。
４

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、新たに「きららプール使用者名簿」２日分の事前提出と、

「健康チェックシート」(中体連様式：学校用または個人用)の大会初日の提出をお願いします。

○２０２１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５日（土）、６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：〒753－0851 山口市黒川 1231－1
締

山口市立平川中学校

鈴木 邦幸

切：５月１８日（火）正午必着（４月２１日（水）からエントリー可能）

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 10 日（土）、11 日（日）]
会

場：山口きらら博記念公園水泳プール

申込先：〒753－0851 山口市黒川 1231－1
締

山口市立平川中学校

鈴木 邦幸

切：６月１７日（火）正午必着（６月７日（月）からエントリー可能）
※参加標準記録がありますので厳守してください。エントリータイムはベスト記録を 1/100
秒まで正確に記入してください。不明なタイムについては確認の連絡をします。

③

山口県中学校秋季体育大会［８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：〒753－0851 山口市黒川 1231－1
締

山口市立平川中学校

鈴木 邦幸

切：７月２０日（火）正午必着（７月１日（木）からエントリー可能）

○中国・全国大会について
①

中国中学校水泳競技大会［８月６日（金）
、７日（土）]

山口市：きらら博記念公園

② 全国中学校水泳競技大会［８月１７日（火）～１９日（木）] 習志野市：千葉国際総合水泳場
【 問い合わせ先 】
山口県中体連水泳競技専門委員長
電

話

鈴木

邦幸（山口市立平川中学校）

０８３－９２４－７７００（学校）
０９０－４２３１－７２８１（携帯）

PC メール

suzuki.kuniyuki@yamaguchi-ygc.ed.jp （学校）

第６８回山口県中学校春季体育大会水泳競技の部
１ 趣

旨

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

２ 主

催

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

３ 共

催

山口市教育委員会

４ 期

日

５ 会

場

６月 ５日（土） ～ ６月 ６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

６ 競技方法

をお願いします。

（１）東部、西部別の学校対抗とする。
（２）（公財）日本水泳連盟規則により行う。
（３）すべてタイム決勝で行う。
（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。
それぞれ、３位までの入賞者（チーム）に賞状を授与する。

７ 競技種目
第１日目
第２日目
８ 申込規定
（１）資 格

自由形
背泳ぎ
５０ｍ ２００ｍ
２００ｍ
８００(女）１５００（男）
１００ｍ ４００ｍ
１００ｍ

平泳ぎ

バタフライ

個人メドレー

２００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

１００ｍ

１００ｍ

２００ｍ

ﾌﾘｰﾘﾚｰ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
４×５０ｍ
４×１００ｍ
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
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。
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。
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
※ ４月２１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）」
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)を記載

※出場校のみ

（４）申込期日

５月１８日（火）必着

（５）申込先

〒７５３－０８５１

（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。

出力した一覧表は、 提出前に必ず選手本人が確認。

山口市黒川１２３１－１
山口市立平川中学校

ＴＥＬ：０８３-９２４-７７００
鈴木 邦幸（宛）

（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

（１）団体
（２）個人

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。
東西別・各種目３位まで表彰する。
＊賞状は、大会終了後、学校別にまとめて手交する。

１１ 競技順序
第 １ 日 目
女男
４×５０ｍ フリーリレー
女 ８００ｍ 男 １５００ｍ
自由形
女男
５０ｍ 自由形
女男
４００ｍ 個人メドレー
女男
２００ｍ 背泳ぎ
女男
２００ｍ 自由形
女男
２００ｍ バタフライ
女男
２００ｍ 平泳ぎ
女男
４×１００ｍ フリーリレー

第 ２ 日 目
女男
４００ｍ 自由形
女男
２００ｍ 個人メドレー
女男
１００ｍ 背泳ぎ
女男
１００ｍ 平泳ぎ
女男
１００ｍ バタフライ
女男
１００ｍ 自由形
女男
４×１００ｍ メドレーリレー

＊令和元年度優勝校は優勝旗を必ず持参してください
彦島中学校
男子
西部
女子
西部
大嶺中学校
１２ その他

東部
東部

岩国中学校
富田中学校

(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)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、
健康チェックシート（中体連様式）を大会初日の受付で提出すること。
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䐢䚷ཧຍ⏕ᚐ䛾ᘬ⋡䞉┘╩䛿䚸ฟሙᰯ䛾ᰯ㛗䞉ᩍဨ䞉㒊άືᣦᑟဨ䛸䛩䜛䚹≉䛸䛧䛶䚸
㻌䚷ಶே✀┠䛻䛴䛔䛶䛿䚸┴୰య㐃䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛛䛴Ꮫᰯ㛗䛜ㄆ䜑䛯䚸እ㒊ᣦᑟ⪅䛻䜘䜛
㻌㻌㻌ᘬ⋡䜢ㄆ䜑䜛䚹䝸䝺䞊✀┠䛻ฟሙ䛩䜛㑅ᡭ䛾እ㒊ᣦᑟ⪅䛻䜘䜛ᘬ⋡䛿ㄆ䜑䛺䛔䚹
㻌㻌㻌䛺䛚䚸㒊άືᣦᑟဨ䛿䚸ᰯ䛾ᘬ⋡⪅ཬ䜃౫㢗┘╩⪅䛻䛿䛺䜜䛺䛔䚹
䐣䚷ᘬ⋡⪅䛸┘╩⪅䛿䚸ᭀຊ䞉య⨩䞉䝉䜽䝝䝷➼䛻䜘䜚䚸௵ᶒ⪅ཪ䛿Ꮫᰯタ⨨⪅䛛䜙
䚷ᠬᡄฎศ䜢ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛸䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛻㛵䜟䜛እ㒊ᣦᑟ⪅䛿䚸┴୰య㐃䛻
䚷Ⓩ㘓䛧䚸ᭀຊ䞉యຊ䞉䝉䜽䝝䝷➼䛻䜘䜚䚸ᰯ㛗䛛䜙ᣦᑟฎ⨨䜢ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛸䛩䜛䚹
䚷ᰯ㛗䛿䛣䛾Ⅼ䜢☜ㄆ䛧䛶䚸⏦㎸᭩䜢సᡂ䛩䜛䚹
䐤䚷ಶேሗ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䠄⏝┠ⓗ䠅
䚷䚷䚷䛾ദ⪅䛿䚸ಶேሗಖㆤ䛻㛵䛩䜛ἲ௧䜢㑂Ᏺ䛧䚸ᒣཱྀ┴୰Ꮫᰯయ⫱㐃┕
䚷䚷ಶேሗಖㆤ᪉㔪䞉つ⛬䛻ᇶ䛵䛝䚸ྲྀᚓ䛩䜛ಶேሗ䛻䛴䛔䛶㐺ṇ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䚷䚷䚷ྲྀᚓ䛧䛯ಶேሗ䛿䚸➇ᢏ䛾㈨᱁ᑂᰝ䞉➇ᢏ㐠Ⴀୖᚲせ䛺䝥䝻䜾䝷䝮⦅
䚷䚷ᡂཬ䜃సᡂ䞉䝩䞊䝮䝨䞊䝆䞉ᥖ♧ᯈ䞉ሗ㐨Ⓨ⾲䠄グ㘓㞟䠅➼䚸䛭䛾➇ᢏ㐠Ⴀཬ䜃➇
䚷䚷ᢏ䛻ᚲせ䛺㐃⤡➼䛻⏝䛩䜛䚹

䠄䠎䠅ไ䚷㝈

ಶே✀┠䠖䚷䠍ᰯ䠍✀┠䠏ྡ௨ෆ䚸䠍ྡ䠎✀┠௨ෆ䠄䝸䝺䞊䜢㝖䛟䠅
䝸䝺䞊✀┠䠖㻌䠍ᰯྛ✀┠䠍䝏䞊䝮

䠄䠏䠅⏦㎸᪉ἲ

䕿䚷㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䠄㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼖㼍㼜㼍㼚㻙㼟㼣㼕㼙㼙㼕㼚㼓㻚㼖㼜㻛䠅䜢⏝䛧䛯䠬䠟䛛䜙䛾⏦䛧㎸䜏
䕿䚷㒑㏦䛻䜘䜛ᥦฟ≀䚷䠄
䠄䐟䡚䐡䛻䛿ᰯ
ᰯ㛗༳䞉ᢸᙜ⪅༳䜢ᢲ༳䛾䛣䛸䠅䠅
䈜 䠒᭶䠓᪥䠄᭶䠅䛛䜙䜶䞁䝖䝸䞊ྍ⬟䚹
䐟 㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛛䜙༳ๅ䛥䜜䜛䚷䛂䜶䞁䝖䝸䞊䝍䜲䝮୍ぴ⾲䠄ಶே✀┠䠅䛃
䐠 㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛛䜙༳ๅ䛥䜜䜛䚷䛂䜶䞁䝖䝸䞊䝍䜲䝮୍ぴ⾲䠄䝸䝺䞊✀┠䠅䛃䚷䈜䝸䝺䞊ฟሙᰯ䛾䜏
䐡 㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛛䜙༳ๅ䛥䜜䜛䚷䛂⏦䛧㎸䜏᫂⣽⾲䛃
䐢 䛂䛝䜙䜙䝥䞊䝹⏝⪅ྡ⡙䛃䚷䠎᪥ศ䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䚷
ᘬ⋡⪅㻛㑅ᡭ㻛ᖏྠᙺဨ㻛እ㒊ᣦᑟ⪅㻛㻔ᛂ⟶⌮⫋㻕䜢グ㍕

䠄䠐䠅⏦㎸ᮇ᪥

䠒᭶䠍䠓᪥䠄ᮌ䠅ṇ༗ᚲ╔
ฟຊ䛧䛯୍ぴ⾲䛿䚸ᥦฟ๓䛻ᚲ䛪ᰯ㛗䞉㑅ᡭᮏே䛜☜ㄆ䛧䚸䜶䞁䝖䝸䞊䝭䝇䛾㜵Ṇ䛻ດ䜑䜛䚹

䠄䠑䠅⏦㎸ඛ

䛈䠓䠑䠏䠉䠌䠔䠑䠍䚷䚷ᒣཱྀᕷ㯮ᕝ䠍䠎䠏䠍䠉䠍䚷䚷䠰䠡䠨䠖䠌䠔䠏㻙䠕䠎䠐㻙䠓䠓䠌䠌
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᒣཱྀᕷ❧ᖹᕝ୰Ꮫᰯ䚷䚷䚷㕥ᮌ䚷㑥ᖾ䠄ᐄ䠅

䠄䠒䠅ཧຍᰯ䛛䜙㸯
㸯ྡ௨ୖࡢ➇ᢏᙺဨࢆฟࡍࡇࢆཎ๎ 䛸䛩䜛䚹እ㒊ᣦᑟ⪅ᘬ⋡䛾ሙྜ䚸እ㒊ᣦᑟ⪅䛻
㻌㻌㻌㻌㻌➇ᢏᙺဨ䜢౫㢗䛩䜛䚹㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛾ධຊḍ䛻➇ᢏᙺဨྡ䜢ධຊ䛩䜛䛣䛸䚹
䚷㻌㻌㻌䚷䛀➇ᢏᙺဨ䛿᪥Ỉ㐃ᙺဨ䝴䝙䝣䜷䞊䝮䜎䛯䛿ⓑ⣔⤫䛾あ䛴䛝䝅䝱䝒䚸㯮䜎䛯䛿⤃⣔⤫䛾䝇䝷䝑䜽䝇䚸
䚷䚷䚷䚷䝥䞊䝹䝃䜲䝗⏝䝅䝳䞊䝈䜢╔⏝䛧䚸㐠Ⴀ䛻䛤༠ຊ䛟䛰䛥䛔䚹እ㒊ᣦᑟ⪅䛻౫㢗䛾ሙྜ䛿䚸ྛ
㻌㻌㻌䚷䚷㻌Ꮫᰯ䛷㈐௵䜢䜒䛳䛶㐃⤡䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䛁
䠄䠓䠅㈇ᢸ㔠 㑅ᡭ䠍ྡ䛻䛴䛝㻡㻜㻜䠄ཷ䛷㞟㔠䛧䜎䛩䠅
䠄䠔䠅⏦䛧㎸䜏䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ฟሙ✀┠ཬ䜃⏦䛧㎸䜏䝍䜲䝮䜢ྛ㑅ᡭ䛻ᚲ䛪☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔 䚹
䚷䚷୰ᅜ䚸ᅜ䛾ண㑅䜢ව䛽䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䚷⏦䛧㎸䜏ᮇ㝈ᚋ䛾✀┠ኚ᭦䚸㏣ຍ䜶䞁䝖䝸䞊䛿ཎ๎ㄆ䜑䜙䜜䜎䛫䜣䚹
䚷䚷⏦㎸ཷᚋ䚸┴୰య㐃䠤䠬䚸┴ỈὋ㐃┕䠤䠬䛻䝇䝍䞊䝖䝸䝇䝖䜢ᥖ㍕䛧䜎䛩䚹
䠕䚷ᡂ⦼Ỵᐃ᪉ἲ
䚷䚷䚷䚷ᚓⅬ䛾᭱䜒ከ䛔䝏䞊䝮䜢ඃ䛸䛧䚸ྛ✀┠䛤䛸䛻䠍䠔Ⅼ䚸䠎䠓Ⅼ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠔䠍Ⅼ䚸䝸䝺䞊䛿
䚷䚷䚷䚷䠎ಸ䛸䛧䚸௨ୗ㡰䜢Ỵ䜑䜛䚹ྜィⅬ䛾ྠ䛨ሙྜ䛿䚸ḟ䛾㡰ᗎ䛻䜘䜚Ỵᐃ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷㻌䐟䚷䝸䝺䞊䛻䜘䜛ᚓⅬ䛾ከ䛔䜒䛾
䚷䚷䚷㻌䚷䐠䚷ධ㈹⪅䛾ከ䛔䜒䛾䠄ణ䛧䝸䝺䞊䛿䠐䛸䛧䛶ィ⟬䛩䜛䠅
䚷䚷㻌䚷䚷䐡䚷䠍䛾ᩘ䛾ከ䛔䜒䛾
䚷䚷䚷㻌䚷䐢䚷䠎䛾ᩘ䛾ከ䛔䜒䛾䠄௨ୗ䠔䜎䛷䛣䜜䛻䛺䜙䛖䠅
䠍䠌䚷䠎䠌䠎䠍ᖺᗘᒣཱྀ┴୰Ꮫᰯ㑅ᡭᶒ䚷ཧຍᶆ‽グ㘓୍ぴ
✀䚷䚷┠
㊥䚷䚷㞳䠄䡉䠅
⏨䚷䚷Ꮚ
ዪ䚷䚷Ꮚ
䚷䠑䠌
䠏䠏䠊䠌䠌
䠏䠑䠊䠌䠌
䠍䠌䠌
䠍䠖䠍䠎䠊䠌䠌
䠍䠖䠍䠔䠊䠌䠌
⮬⏤ᙧ
䠎䠌䠌
䠎䠖䠐䠑䠊䠌䠌
䠏䠖䠌䠌䠊䠌䠌
䠐䠌䠌
䠒䠖䠎䠌䠊䠌䠌
䠒䠖䠏䠌䠊䠌䠌
㻝㻡㻜㻜䠄⏨䠅䚸㻤㻜㻜䠄ዪ䠅
䠎䠏䠖䠌䠌䠊䠌䠌
䠍䠏䠖䠌䠌䠊䠌䠌
䠍䠌䠌
䠍䠖䠎䠓䠊䠌䠌
䠍䠖䠏䠑䠊䠌䠌
⫼Ὃ䛞
䠎䠌䠌
䠏䠖䠎䠌䠊䠌䠌
䠏䠖䠏䠌䠊䠌䠌
䠍䠌䠌
䠍䠖䠏䠎䠊䠌䠌
䠍䠖䠐䠌䠊䠌䠌
ᖹὋ䛞
䠎䠌䠌
䠏䠖䠎䠑䠊䠌䠌
䠏䠖䠏䠑䠊䠌䠌
䠍䠌䠌
䠍䠖䠎䠑䠊䠌䠌
䠍䠖䠐䠌䠊䠌䠌
䝞䝍䝣䝷䜲
䠎䠌䠌
䠏䠖䠏䠌䠊䠌䠌
䠏䠖䠐䠑䠊䠌䠌
䠎䠌䠌
䠏䠖䠏䠌䠊䠌䠌
䠏䠖䠐䠑䠊䠌䠌
ಶே䝯䝗䝺䞊
䠐䠌䠌
䠓䠖䠏䠌䠊䠌䠌
䠔䠖䠌䠌䠊䠌䠌
䚷䚷䚷䚷⏦㎸᪥䜎䛷䛻䚸බㄆ䜔䠄ᰯෆ䞉䠯䠟䠅グ㘓㼇▷Ỉ㊰ྍ㼉䛷グ㘓䜢ᶞ❧䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚹
䚷䚷䚷䚷䜶䞁䝖䝸䞊䝍䜲䝮䛿䝧䝇䝖䝍䜲䝮䜢㻝㻛㻝㻜㻜⛊䜎䛷ධຊ䛩䜛䛣䛸䚹
䚷䚷䚷䚷ධຊ䛥䜜䛯䝍䜲䝮䜔ᶞ❧䚸ᖺ᭶᪥䛻䛴䛔䛶ỈὋᑓ㛛㒊䜎䛯䛿┴ỈὋ㐃┕ሗ䝅䝇䝔䝮ጤဨ
䚷䚷䚷䚷䛛䜙䜶䞁䝖䝸䞊㈐௵⪅䜈ၥ䛔ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹
䚷䚷䚷䚷ᙜ᪥䛾グ㘓䛜ไ㝈䜢㉸䛘䛯ሙྜ䚸䠫䠬䛸ᶆグ䛥䜜䜸䞊䝥䞁ཧຍᢅ䛔䛸䛺䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䛣䛾ሙྜ䚸㡰ᑐ㇟እ䛸䛺䜚Ỵ䛻㐍ฟ䛷䛝䛺䛔䚹ኻ᱁䛸䛿䛫䛪䚸グ㘓䛿බㄆ䛥䜜䜛䚹
䠍䠍䚷⾲䚷䚷䚷ᙲ

䠄䠍䠅ᅋయ 䚷⏨䞉ዪ䞉⥲ྜඃᰯ䛻ඃ䛚䜘䜃ඃᮼ䜢䚸䠏䜎䛷䛻㈹≧䜢ᤵ䛩䜛䚹
䠄䠎䠅ಶே 䚷ྛ✀┠䠏䜎䛷㈹≧䜢ᤵ䛩䜛䚹
䈜௧ඖᖺᗘඃᰯ䛿ඃ䚸ඃᮼ䜢ᚲ䛪ᣢཧ䛧䛶䛟䛰䛥䛔
⥲ྜ㻌㻌㻌ᰗ୰䚷䚷䚷⏨Ꮚ䚷ᒾᅜ୰䚷䚷䚷ዪᏊ䚷䚷ᐩ⏣୰

䠍䠎䚷➇ᢏ㡰ᗎ

➨䚷䠍䚷᪥䚷䠄䠓᭶䠍䠌᪥䚷ᅵ䠅
➨䚷䠎䚷᪥䚷䠄䠓᭶䠍䠍᪥䚷᪥䠅
䠆ዪ䚷䠔䠌䠌䡉䚷⏨䚷䠍䠑䠌䠌䡉䚷䚷䚷⮬⏤ᙧ
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠐䠌䠌䡉䚷⮬⏤ᙧ
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䚷䠑䠌䡉䚷⮬⏤ᙧ
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷ಶே䝯䝗䝺䞊
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠐䠌䠌䡉䚷ಶே䝯䝗䝺䞊
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠍䠌䠌䡉䚷⫼Ὃ䛞
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷⫼Ὃ䛞
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠍䠌䠌䡉䚷ᖹὋ䛞
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷⮬⏤ᙧ
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠍䠌䠌䡉䚷䝞䝍䝣䝷䜲
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷䝞䝍䝣䝷䜲
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠍䠌䠌䡉䚷⮬⏤ᙧ
䚷ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷ᖹὋ䛞
䠆ዪ⏨䚷䚷䚷䠐㽢䠍䠌䠌䡉䚷䝯䝗䝺䞊䝸䝺䞊
䠆ዪ⏨䚷䚷䚷䠐㽢䠍䠌䠌䡉䚷䝣䝸䞊䝸䝺䞊
䠆䠔䠌䠌䠋䠍䠑䠌䠌䡉⮬⏤ᙧ䛚䜘䜃䝸䝺䞊✀┠䛿䝍䜲䝮Ỵ䚸䛾✀┠䛿ண㑅䊻Ỵ䛸䛩䜛䚹

䠍䠏䚷୰ᅜ䚸ᅜ䜈䛾㑅ᡭ㑅⪃
ྛ䛾㛤ദせ㡯䛻䜘䜛
୰ᅜ୰Ꮫᰯ㑅ᡭᶒ
ಶே✀┠䠏௨ෆ 䝸䝺䞊✀┠䠍
ᅜ୰ᏛᰯỈὋ
ಶே✀┠䚸䝸䝺䞊✀┠䛸䜒䛻ᶆ‽グ㘓✺◚⪅㻔䝏䞊䝮㻕
䈜䚷䠓᭶䠍䠍᪥䠄᪥䠅ఇ䜏䛻䚸ೃ⿵㑅ᡭ䛾┘╩㻔ᘬ⋡⪅㻕ᑐ㇟䛾ㄝ᫂䜢㛤ദ䛧䜎䛩䚹
䠍䠐䚷䛭䛾

㻔㻝㻕ᮏ䛿୰Ꮫᰯᩍ⫱䛾୍⎔䛸䛧䛶⾜䛔䜎䛩䚹䛭䛾䜒䛾䜢ᤵᴗ䛸䛸䜙䛘䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛧䛯䛜䛳䛶㑅ᡭ䛾㡢ᴦᶵჾ䚸䝀䞊䝮㢮䚸䜹䞊䝗㢮䚸ᦠᖏ㟁ヰ䛺䛹䛾⏝䜢䛛䛯䛟⚗Ṇ
䚷䛧䜎䛩䚹ᣢ䛱㎸䜏䛜䛒䜛ሙྜ䛿ᘬ⋡⪅䛜㈐௵䜢ᣢ䛳䛶ᣦᑟ䛧䚸㡸䛛䜚䚸⟶⌮䛩䜛䛣䛸
䚷䛸䛧䜎䛩䚹♫య⫱䛾➇ᢏ䛸䛿䝹䞊䝹䛜␗䛺䜛䛣䛸䜢㑅ᡭ䛻࿘▱䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻔㻞㻕᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁᣑ㜵Ṇ䛾䛯䜑䛻䚸䝥䞊䝹タ䜈䛾ධሙ⪅䛿䚸ᗣ䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖
䚷䠄୰య㐃ᵝᘧ䠖Ꮫᰯ⏝䜎䛯䛿ಶே⏝䠅䜢ึ᪥䛾ཷ䛷ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䚹

➨䠓䠐ᅇᒣཱྀ┴୰Ꮫᰯయ⫱ỈὋ➇ᢏ䛾㒊
䠍䚷㊃䚷䚷䚷᪨

䚷ᮏ䛿䚸୰Ꮫᰯᩍ⫱䛾୍⎔䛸䛧䛶୰Ꮫᰯ⏕ᚐ䛻ᗈ䛟䝇䝫䞊䝒άື䛾ᶵ䜢䛘䚸ᢏ⾡
䛾ྥୖ䛸䜰䝬䝏䝳䜰䝇䝫䞊䝒⢭⚄䛾㧗ᥭ䜢䛿䛛䜚䚸ᚰ㌟䛸䜒䛻ᗣ䛺୰Ꮫ⏕ᚐ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸୰Ꮫ⏕ᚐ┦䛾ぶ╬䜢䛿䛛䜛䚹

䠎䚷䚷䚷䚷ദ

ᒣཱྀ┴ᩍ⫱ጤဨ䞉ᒣཱྀ┴୰Ꮫᰯయ⫱㐃┕䞉䠄බ㈈䠅ᒣཱྀ┴య⫱༠

䠏䚷ᚋ䚷䚷䚷

ᒣཱྀᕷᩍ⫱ጤဨ

䠐䚷ᮇ䚷䚷䚷᪥

䠔᭶䠎䠍᪥䠄ᅵ䠅䡚䠔᭶䠎䠎᪥䠄᪥䠅䚷䚷䚷䠄༗๓䠕䠏䠌ศ䚷㛤ᘧ䠅

䠑䚷䚷䚷䚷ሙ

ᒣཱྀ䛝䜙䜙༤グᛕබᅬỈὋ䝥䞊䝹䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䠄බㄆ䠑䠌䡉㽢䠍䠌䝺䞊䞁䠅
䛈䠓䠑䠐䠉䠍䠎䠓䠓䚷䚷ᒣཱྀᕷ㜿▱㡲㐲▼䠑䠌䠕␒䠑䠌

䠒䚷➇ᢏ᪉ἲ

䠄䠍䠅Ꮫᰯᑐᢠ䛸䛩䜛䚹
䠄䠎䠅䠄බ㈈䠅᪥ᮏỈὋ㐃┕➇Ὃ➇ᢏつ๎䛻䜘䜚⾜䛖䚹
䠄䠏䠅䛩
䛩䜉䛶䛾✀┠䜢䝍䜲䝮Ỵ䛷⾜䛖䚹

ᵵᶃᶀỺὅἚἼὊ
ửấᫍẟẲộẴẇ

䠓䚷➇ᢏ✀┠
➨䠍᪥┠
➨䠎᪥┠
䠔䚷⏦㎸つᐃ
䠄䠍䠅㈨䚷᱁

⮬⏤ᙧ
䠑䠌䡉䚷䠎䠌䠌䡉
䠔䠌䠌㻔ዪ䠅䠍䠑䠌䠌䠄⏨䠅
䠍䠌䠌䡉䚷䠐䠌䠌䡉

䝞䝍䝣䝷䜲 ಶே䝯䝗䝺䞊 䢈䢔䡬䢔䢖䡬 䢎䢀䢚䢖䡬䢔䢖䡬

⫼Ὃ䛞

ᖹὋ䛞

䠎䠌䠌䡉

䠎䠌䠌䡉

䠎䠌䠌䡉

䠐䠌䠌䡉

䠍䠌䠌䡉

䠍䠌䠌䡉

䠍䠌䠌䡉

䠎䠌䠌䡉

䠐㽢䠑䠌䡉
䠐㽢䠍䠌䠌䡉

䠐㽢䠍䠌䠌䡉

䐟䚷ཧຍ⪅䛿䚸ᒣཱྀ┴୰Ꮫᰯయ⫱㐃┕ຍ┕䛾Ꮫᰯ䛻ᅾ⡠䛧䚸Ꮫᰯᩍ⫱ἲ䛂➨䠍᮲䛃䛻䜒
䚷䛸䛵䛟ᙜヱ୰Ꮫᰯ⏕ᚐ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䐠Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨䠍䠏䠐᮲䛾ྛ✀Ꮫᰯ䠄䠍᮲ᰯ௨እ䠅䛻ᅾ⡠䛧䚸ᒣཱྀ┴୰Ꮫᰯయ⫱㐃┕䛛
䚷䜙ཧຍ䜢ㄆ䜑䜙䜜䛯⏕ᚐ䛷䛒䜛䛣䛸䚹ཧຍ䜢ᕼᮃ䛩䜛ྛ✀Ꮫᰯ䛿ู䛻ᐃ䜑䜛᮲௳䜢ල
䚷ഛ䛩䜛䛣䛸䚹
䐡䚷䝏䞊䝮䛾⦅ᡂ䛿䚸୍ᰯ༢䛷⤌⧊䛥䜜䛯䜒䛾䛸䛩䜛䚹
䐢䚷ཧຍ⏕ᚐ䛾ᘬ⋡䞉┘╩䛿䚸ฟሙᰯ䛾ᰯ㛗䞉ᩍဨ䞉㒊άືᣦᑟဨ䛸䛩䜛䚹≉䛸䛧䛶䚸
㻌䚷ಶே✀┠䛻䛴䛔䛶䛿䚸┴୰య㐃䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛛䛴Ꮫᰯ㛗䛜ㄆ䜑䛯እ㒊ᣦᑟ⪅䛻䜘䜛
㻌㻌㻌ᘬ⋡䜢ㄆ䜑䜛䚹䝸䝺䞊✀┠䛻ฟሙ䛩䜛㑅ᡭ䛾እ㒊ᣦᑟ⪅䛻䜘䜛ᘬ⋡䛿ㄆ䜑䛺䛔䚹
㻌㻌㻌䛺䛚䚸㒊άືᣦᑟဨ䛿䚸ᰯ䛾ᘬ⋡⪅ཬ䜃౫㢗┘╩⪅䛻䛿䛺䜜䛺䛔䚹
䐣䚷ᘬ⋡⪅䛸┘╩⪅䛿䚸ᭀຊ䞉య⨩䞉䝉䜽䝝䝷➼䛻䜘䜚䚸௵ᶒ⪅ཪ䛿Ꮫᰯタ⨨⪅䛛䜙
䚷ᠬᡄฎศ䜢ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛸䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛻㛵䜟䜛እ㒊ᣦᑟ⪅䛿䚸┴୰య㐃䛻
䚷Ⓩ㘓䛧䚸ᭀຊ䞉య⨩䞉䝉䜽䝝䝷➼䛻䜘䜚䚸ᰯ㛗䛛䜙ᣦᑟฎ⨨䜢ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛸䛩䜛䚹
䚷ᰯ㛗䛿䛣䛾Ⅼ䜢☜ㄆ䛧䛶䚸⏦㎸᭩䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䚹
䐤ಶேሗ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䠄⏝┠ⓗ䠅
䚷䚷䚷䛾ദ⪅䛿䚸ಶேሗಖㆤ䛻㛵䛩䜛ἲ௧䜢㑂Ᏺ䛧䚸ᒣཱྀ┴୰Ꮫᰯయ⫱㐃┕
䚷䚷ಶேሗಖㆤ᪉㔪䞉つ⛬䛻ᇶ䛵䛝䚸ྲྀᚓ䛩䜛ಶேሗ䛻䛴䛔䛶㐺ṇ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹
䚷䚷ྲྀᚓ䛧䛯ಶேሗ䛿䚸➇ᢏ䛾㈨᱁ᑂᰝ䞉➇ᢏ㐠Ⴀୖᚲせ䛺䝥䝻䜾䝷䝮⦅
䚷䚷ᡂཬ䜃సᡂ䞉䝩䞊䝮䝨䞊䝆䞉ᥖ♧ᯈ䞉ሗ㐨Ⓨ⾲䠄グ㘓㞟䠅➼䚸䛭䛾➇ᢏ㐠Ⴀཬ䜃➇
䚷䚷ᢏ䛻ᚲせ䛺㐃⤡➼䛻⏝䛩䜛䚹

䠄䠎䠅ไ䚷㝈

ಶே✀┠䠖䚷䠍ᰯ䠍✀┠䠏ྡ௨ෆ䚸䠍ྡ䠎✀┠௨ෆ䠄䝸䝺䞊䜢㝖䛟䠅
䝸䝺䞊✀┠䠖㻌䠍ᰯྛ✀┠䠍䝏䞊䝮

䠄䠏䠅⏦㎸᪉ἲ

䕿䚷㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䠄㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼖㼍㼜㼍㼚㻙㼟㼣㼕㼙㼙㼕㼚㼓㻚㼖㼜㻛䠅䜢⏝䛧䛯䠬䠟䛛䜙䛾⏦䛧㎸䜏
䚷䈜䠓
䠓᭶䠍᪥䠄ᮌ䠅䛛䜙䜶䞁䝖䝸䞊ྍ⬟䚹
䕿䚷㒑㏦䛻䜘䜛ᥦฟ≀䚷䠄
䠄䐟䡚䐡䛻䛿ᰯ㛗༳䞉ᢸᙜ⪅༳䜢ᢲ༳䛾䛣䛸䠅
䚷䐟䚷㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛛䜙༳ๅ䛥䜜䜛䚷䛂䜶䞁䝖䝸䞊䝍䜲䝮୍ぴ⾲䠄ಶே✀┠䠅䛃
䚷䐠䚷㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛛䜙༳ๅ䛥䜜䜛䚷䛂䜶䞁䝖䝸䞊䝍䜲䝮୍ぴ⾲䠄䝸䝺䞊✀┠䠅䛃䚷䈜䝸䝺䞊ฟሙᰯ䛾䜏
䚷䐡䚷㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛛䜙༳ๅ䛥䜜䜛䚷䛂⏦䛧㎸䜏᫂⣽⾲䛃
䚷䐢㻌䛂䛝䜙䜙䝥䞊䝹⏝⪅ྡ⡙䛃䚷䠎᪥ศ䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䚷
䚷䚷䚷ᘬ⋡⪅㻛㑅ᡭ㻛ᖏྠᙺဨ㻛እ㒊ᣦᑟ⪅㻛㻔ᛂ⟶⌮⫋㻕䜢グ㍕

䠄䠐䠅㈇ᢸ㔠 㑅ᡭ䠍ྡ䛻䛴䛝㻡㻜㻜䠄ཷ䛷㞟㔠䛩䜛䠅

ЈщẲẺɟᚁᘙỊẆ
੩ЈЭỆ࣏ẵ
ᢠஜʴầᄩᛐẇ

䠄䠑䠅⏦㎸ᮇ᪥

䠓᭶䠎䠌᪥䠄ⅆ䠅ᚲ╔
䜶䞁䝖䝸䞊䝭䝇䛾㜵Ṇ䛻ດ䜑䜛䚹
ฟຊ䛧䛯୍ぴ⾲䛿䚸ᥦฟ๓䛻ᚲ䛪ᰯ㛗䞉㑅ᡭᮏே䛜☜ㄆ䛧䚸䜶

䠄䠒䠅⏦㎸ඛ

䛈䠓䠑䠏䠉䠌䠔䠑䠍䚷䚷ᒣཱྀᕷ㯮ᕝ䠍䠎䠏䠍䠉䠍䚷䚷䠰䠡䠨䠖䠌䠔䠏㻙䠕䠎䠐㻙䠓䠓䠌䠌
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᒣཱྀᕷ❧ᖹᕝ୰Ꮫᰯ䚷䚷䚷㕥ᮌ䚷㑥ᖾ䠄ᐄ䠅

䠄䠓䠅ไ㝈䝍䜲䝮 䠍䠑䠌䠌䡉⮬⏤ᙧ䚷䚷䠎䠏ศ䠌䠌⛊䚷䚷䠔䠌䠌䡉⮬⏤ᙧ䚷䚷䠍䠏ศ䠌䠌⛊
⏦㎸᪥䜎䛷䛻䚸බㄆ䜔䠄ᰯෆ䞉䠯䠟䠅グ㘓㼇▷Ỉ㊰ྍ㼉䛷グ㘓䜢ᶞ❧䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚹
ᙜ᪥䛾グ㘓䛜ไ㝈䜢㉸䛘䛯ሙྜ䚸䠫䠬䛸ᶆグ䛥䜜䜸䞊䝥䞁ཧຍᢅ䛔䛸䛺䜛䚹
䛣䛾ሙྜ䚸㡰ᑐ㇟እ䛸䛺䜛䚹ኻ᱁䛸䛿䛫䛪䚸グ㘓䛿බㄆ䛥䜜䜛䚹
䠄䠔䠅ཧຍᰯ䛛䜙㸯ྡ௨ୖࡢ➇ᢏᙺဨࢆฟࡍࡇࢆཎ๎䛸䛩䜛䚹እ㒊ᣦᑟ⪅ᘬ⋡䛾ሙྜ䚸እ㒊ᣦᑟ⪅䛻
㻌㻌㻌㻌㻌➇ᢏᙺဨ䜢౫㢗䛩䜛䚹㼃㼑㼎㻙㻿㼃㻹㻿㼅㻿䛾ධຊḍ䛻➇ᢏᙺဨྡ䜢ධຊ䛩䜛䛣䛸䚹
䚷㻌㻌㻌䚷䛀➇ᢏᙺဨ䛿᪥Ỉ㐃ᙺဨ䝴䝙䝣䜷䞊䝮䜎䛯䛿ⓑ⣔⤫䛾あ䛴䛝䝅䝱䝒䚸㯮䜎䛯䛿⤃⣔⤫䛾䝇䝷䝑䜽䝇䚸䝥䞊
䚷䚷䚷䚷䝹䝃䜲䝗⏝䝅䝳䞊䝈䜢╔⏝䛧䚸㐠Ⴀ䛻䛤༠ຊ䛟䛰䛥䛔䚹እ㒊ᣦᑟ⪅䛻౫㢗䛾ሙྜ䛿䚸ྛᏛᰯ䛷
㻌㻌㻌䚷䚷䚷㈐௵䜢䜒䛳䛶㐃⤡䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䛁
䠄䠕䠅⏦䛧㎸䜏䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ฟሙ✀┠ཬ䜃⏦䛧㎸䜏䝍䜲䝮䜢ྛ㑅ᡭ䛻ᚲ䛪☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹
㻌㻌㻌㻌㻌ᥦฟ䛥䜜䛯ฟሙ⏦㎸᭩䛿බ༳䛜ᢲ༳䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙ṇᘧᩥ᭩䛸䛧䛶ฎ⌮䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䠆⏦䛧㎸䜏ᮇ㝈ᚋ䛾✀┠ኚ᭦䚸㏣ຍ䜶䞁䝖䝸䞊䛿ཎ๎ㄆ䜑䛺䛔䚹
䠕䚷ᡂ⦼Ỵᐃ᪉ἲ
䚷䚷䚷䚷ྛ✀┠䛤䛸䛻䠍䠔Ⅼ䚸䠎䠓Ⅼ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䠔䠍Ⅼ䜢䛘䜛䚹䝸䝺䞊✀┠䛿䠎ಸ䛸䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷ᚓⅬ䛾᭱䜒ከ䛔䝏䞊䝮䜢ඃ䛸䛧䚸௨ୗ㡰䜢Ỵ䜑䜛䚹ྜィⅬ䛜ྠ䛨ሙྜ䛿䚸ḟ䛾㡰ᗎ䛻䜘䜚Ỵᐃ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷㻌䐟䚷䝸䝺䞊䛻䜘䜛ᚓⅬ䛾ከ䛔䜒䛾
䚷䚷䚷䚷㻌䐠䚷ධ㈹⪅䛾ከ䛔䜒䛾䠄ణ䛧䚸䝸䝺䞊䛿䠐䛸䛧䛶ィ⟬䛩䜛䠅
䚷䚷㻌䚷䚷䐡䚷䠍䛾ᩘ䛾ከ䛔䜒䛾
䚷䚷䚷䚷㻌䐢䚷䠎䛾ᩘ䛾ከ䛔䜒䛾䠄௨ୗ䠔䜎䛷䛣䜜䛻䛺䜙䛖䠅
䠍䠌䚷⾲䚷䚷䚷ᙲ

䠄䠍䠅ᅋయ䚷䚷⏨Ꮚ䞉ዪᏊྛඃᰯ䛻ඃ䚸䠏䜎䛷䛻㈹≧䜢㛢ᘧ䛷ᤵ䛩䜛䚹
䠄䠎䠅ಶே䚷䚷ྛ✀┠䠏ධ㈹⪅䠄䝏䞊䝮䠅䛻㈹≧䜢ᤵ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠆㈹≧䛿䚸㛢ᘧ⤊ᚋ䚸Ꮫᰯู䛻䜎䛸䜑䛶ᡭ䛩䜛䚹

䠍䠍䚷➇ᢏ㡰ᗎ
➨䚷䠍䚷᪥䚷┠
ዪ⏨䚷䚷䚷䠐㽢䠑䠌䡉䚷䝣䝸䞊䝸䝺䞊
ዪ䚷䠔䠌䠌䡉䚷⏨䚷䠍䠑䠌䠌䡉䚷䚷䚷⮬⏤ᙧ
ዪ⏨䚷䚷䚷䚷䠑䠌䡉䚷⮬⏤ᙧ
ዪ⏨䚷䚷䚷䠐䠌䠌䡉䚷ಶே䝯䝗䝺䞊
ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷⫼Ὃ䛞
ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷⮬⏤ᙧ
ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷䝞䝍䝣䝷䜲
ዪ⏨䚷䚷䚷䠎䠌䠌䡉䚷ᖹὋ䛞
ዪ⏨䚷䚷䚷䠐㽢䠍䠌䠌䡉䚷䝣䝸䞊䝸䝺䞊

䚷➨䚷䠎䚷᪥䚷┠
ዪ⏨䚷䚷䚷䠐䠌䠌䡉䚷⮬⏤ᙧ
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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

中学校体育連盟の主催大会として、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。
スイミングスクールのロゴや商標マークの入ったウエアは着用できない。
②会場では上下足の区別をきちんとすること。
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、国名、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。（歩く広告塔となる行為は競技規則違反で失格となる。
）
プールサイド（アリーナ内）での持ち物や水着の規定はレース中だけでなく、ウォ
ームアップ時から適用されるので注意が必要。

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。

４

その他

１～４の指導事項については、スイミングスクールから出場する大会におけるルールと
は大きく異なる点が多々あります。中学校体育連盟主催大会は学校生活の延長であり、
きまりが大きく異なることについて、生徒や保護者への事前の周知と指導の徹底をお願
いします。

