第７０回山口県郡市対抗水泳競技大会
兼 第７３回中国五県対抗水泳競技大会山口県選手選考会
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７ 競技種目

（一財)山口県水泳連盟
令和4年4月9日現在
山口県・（公財）山口県体育協会・山口市教育委員会・山口市スポーツ協会
（一財)山口県水泳連盟
郡市の「子大会」
５月１５日（日）
への申込大会
山口きらら博記念公園水泳プール （公認５０ｍ×１０レーン）
４/２０正午締め切り
（１）（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行う。
（２）すべてタイムレースとする。
（３）無差別・ジュニアA（小学５年・小学６年・中学１年）・ジュニアB（小学４年以下）の３区分とする。
※但し、小学4年以下で中国五県対抗の選考を希望する者は、ジュニアA区分でエントリーすること。
（４）スポーツマスターズ選考会と併行して開催する。
自由形
背泳ぎ
平泳ぎ
バタフライ
個人メドレー
種 目
５０ｍ １００ｍ
５０ｍ
５０ｍ
５０ｍ
２００ｍ
２００ｍ
１００ｍ
１００ｍ
１００ｍ
４００ｍ
距 離
４００ｍ （女）８００ｍ
２００ｍ
２００ｍ
２００ｍ
（男）１５００ｍ
は ジュニアAの部の選考種目。ジュニアBは50m種目、200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ。
※制限タイム 1500ｍ自由形20分00秒 800ｍ自由形11分00秒 400ｍ自由形6分00秒 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ7分00秒

※1種目でも上位の年齢区分に出場する場合は、全ての種目のｴﾝﾄﾘｰが上位の年齢区分の扱いになる。
※中学校１年生以下で無差別区分の種目に参加する選手は、中国五県対抗も無差別区分での出場となり
ますので注意してください。
８ 申込規定
（１）資 格

（２）制 限
（３）申込先
（４）参加料
（５）申込期日
（６）申込方法

２０２２（令和４）年度（公財）日本水泳連盟登録者で、以下①②いずれかの条件を満たしている者で、出場
する郡市に在職・在学・在籍または在住のこと。
① （一財）山口県水泳連盟登録団体に所属している選手で、かつ練習拠点が山口県内であること。
② 所在地が山口県の大学に所属する選手で、かつ練習拠点が山口県内であること。
１名３種目以内
※但し、無差別・ジュニアAは、五県選考に関わる種目のエントリーは２種目以内。
〒７５３－００７６ 山口市泉都町１０－２１泉都町ハイツ （一財）山口県水泳連盟 事務局（宛）
ＴＥＬ：（０８３）９３２－２１１０ ＦＡＸ：（０８３）９３２－２１３３ ＭＡＩＬ：ymgswim@mocha.ocn.ne.jp
１種目 １，２００円 保険料（エントリー選手のみ）１人１００円
予約弁当８００円 予約プログラム８００円（当日販売なし）
４月２０日（水） 正午必着
☆本大会申込は各登録団体から直接県水連に申し込む（各郡市でのとりまとめはなし）
○ Web-SWMSYS（https://www.japan-swimming.jp/）サイトからのＰＣを使った申し込み
各登録団体から『郡市』の子大会に申し込む。
○ 郵送または持参による提出物（メール・FAX不可）
①Web-SWMSYSから印刷されるエントリータイム一覧表（個人種目）・・・・代表者印・担当者印
②Web-SWMSYSから印刷される申込明細表・・・・代表者印・担当者印
③申込金は大会終了後徴収とする。（登録料も同様）
金額は申込時の金額となり、当日棄権等の料金変更はできない。
入金が確認できない場合は、今後当連盟が主催する大会に参加することはできません。
・振込期間： ５月１６日（月）～２０日（金） 厳守
・振込金額：大会申込時の｢競技会申込明細表｣の金額を振込こと。
・振込先：萩山口信用金庫 湯田支店 普通預金 ０４８８３０６
口座名義：（財）山口県水泳連盟 会長 丘 茂樹

・領収証が必要な場合は返信用封筒を送ること。正確な宛名、但書き等の必要事項を｢競技会
申込明細表｣の余白に、明記すること。領収証は入金確認後チームへ郵送する。
※なお、振込期間に事務局に持参、現金書留も受け付ける。
※申込に不備があった場合、問い合わせ先不明・不在等の場合は参加できないこともある。
９ 成績決定方法 郡市対抗とし、無差別・ジュニアＡ・ジュニアＢの３区分の合計得点等により順位を決定する。
各種目ごとに１位８点、２位７点・・・８位１点の得点を与え、得点の最も多い郡市を優勝とし、
以下順位を決める。合計点が同じ場合は、次の要素により決定する。
① 入賞者の多いもの
② １位の数の多いもの
③ 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

総合成績
個人成績

男女総合・男女別 優勝郡市にカップを授与、各３位まで表彰する。
男女共 各区分、各種目３位まで表彰する。
新記録樹立者には、新記録証を贈る。

１． 女男 ４００ｍ

郡市
９．女男 ２００ｍ 自由形
郡市
自由形
800・1500m
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
１０．女男
郡市
５０ｍ 自由形
自由形
３． 女男 ２００ｍ 背泳ぎ
郡市
１１．女男
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
５０ｍ 平泳ぎ
４． 女男
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
１２．女男 ２００ｍ 個人メドレー
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
５０ｍ バタフライ
５． 女男 ４００ｍ 個人メドレー
郡市
１３．女男 １００ｍ 背泳ぎ
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
６． 女男 ２００ｍ 平泳ぎ
郡市
１４．女男 １００ｍ 自由形
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
７． 女男
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
１５．女男 １００ｍ バタフライ
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
５０ｍ 背泳ぎ
８． 女男 ２００ｍ バタフライ
郡市
１６．女男 １００ｍ 平泳ぎ
郡市・ｽﾎﾟﾏｽ選考
１２ 中国五県対抗水泳競技大会 選手選考基準
① （無差別の部）
・中国五県対抗開催種目の各種目上位３名以内を選考の対象とする。
・決定された選手でも相当の事由により取り消すことがある。
（ジュニアAの部） ・中国五県対抗開催種目の各種目上位３名を選考の対象とする。ただし、４位の選手が標記記録を
２． 女男

１３ その他

＊昨年度優勝

突破した場合は、その種目に限り上位４名*を選考の対象とする。
*２０２２（令和４）年度からジュニアAの部の中国五県対抗の選考対象を３名から４名に増員する。
標準記録 50Fr
100Fr
200Fr
50Ba
100Ba
50Br
100Br
50Fly
100Fly
200IM
男子
28.84 1:02.60 2:16.69
33.57 1:13.08
35.53 1:17.50
30.88 1:10.50 2:40.76
女子
30.35 1:06.71 2:21.69
34.76 1:14.86
37.65 1:22.15
32.65 1:13.18 2:43.63
※決定された選手でも相当の事由により取り消すことがある。
② 同区分同種目で同記録の場合は、スイムオフを行う。
スイムオフが同タイムの場合は、抽選を行う。
（１）新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止や延期、参加制限など大会内容を変更する場合があります。
また、きららプールの利用条件を満たすことができない場合も、同様とします。変更がある場合はエントリー時の
チームメールアドレスに連絡します。
（２）各参加者（チーム・選手・引率者）全てに大会参加同意について確認をとった上でエントリーを行ってください。
大会参加同意内容
１ 当連盟ホームページに掲載の（公財）日本水泳連盟の感染拡大予防ガイドライン、（公財）日本スポーツ協会感染
防止策チェックリスト、山口きらら博記念公園の施設貸出時の感染防止策チェックリスト・大会で使用する施設の対
策及び当連盟大会開催要項・詳細資料・当連盟の感染防止対策に記載されている注意事項を厳守し、主催者の
指示に従う。
２ 大会終了後10日以内に陽性者が発生した場合は、本連盟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。
（３）参加チームは、当連盟の感染防止対策や主催者の取り組みに「同意する」旨をWeb-SWMSYSの集計時に入力
してください。
（４）大会２週間前から健康チェック表と行動歴の記録が必要となります。当日用健康チェック表（３日分記載）は大
会当日提出、保管用健康チェック表（２週間分記載）と行動歴は各自保管をお願いします。
（５）厚生労働省から提供されている、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）を携帯にインストールしてくだ
さ い。（携帯を持っていない又はインストールできない機種は除く）
（６）今大会は、一般観客の入場を考えております。エントリー締切後、入場可能人数を算出します。
詳細はエントリー時に登録したチームのメールにお送りいたします。
プール施設内には、事前申請した参加選手とコーチ（引率者）のみ入館となり、その他の方は一切館内には入
れません。呼び出し等には対応できません。
またコーチ（引率者）は以下の通り人数制限を行い、帯同競技役員も以下の通りの人数を派遣 してください。
選手参加人数
1～10名→コーチ（引率者）２名まで＋帯同競技役員１名
11～20名→コーチ（引率者）３名まで＋帯同競技役員１名
21名以上→コーチ（引率者）４名まで＋帯同競技役員２名
（７）出場チームは競技役員をWeb集計に入力してください。記入のない場合は申込責任者を役員に指名します。
また、選手以外で、プール建物内に入る者（コーチ・引率者）の氏名も必ず入力してください。
（８）大会関係資料は5/9（月）までに当連盟のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しますので必ず確認してください。
※大会運営を安全に行うためにコロナ感染症予防対策にご協力いただきますようよろしくお願いします。
これを順守できない参加者は、他の参加者の安全を確保するため、参加の取り消し・ 途中退場を求める場合も
あります。
男女総合
周南市
男
子
山口市
女
子
周南市

