
第７３回石川県中学校体育大会水泳競技大会
兼  第６１回  全国中学校水泳競技大会予選会

《競泳の部》
１　主　　催　　石川県中学校体育連盟　　　石川県教育委員会
                石川県水泳協会　　　　　　白山市教育委員会 
２　主　　管　　石川県中体連水泳競技部　　加賀地区中学校体育連盟　　白山野々市中学校体育連盟
３　会　　期    令和３年７月１７日（土）　　　９時００分
                                          競技開始    ９時３０分
                            １８日（日）  競技開始    ９時００分
４　会　　場　　白山市松任総合運動公園水泳プール
　　　　　　　　　	 	 	 　〒924-0865　白山市倉光4-22　（TEL 076-276-4844）
５　競技種目および順序

  　　　　　　　（１日目）
　　　１．女子　4×100ｍフリーリレー  　予選
　  　２．男子　4×100ｍフリーリレー 　 予選
 　 　３．女子　２００ｍ自由形          予選
 　 　４．男子　２００ｍ自由形          予選
　　　５．女子　２００ｍ背泳ぎ          予選
 　 　６．男子　２００ｍ背泳ぎ          予選
 　 　７．女子　２００ｍバタフライ      予選
 　 　８．男子　２００ｍバタフライ      予選
 　　 ９．女子　２００ｍ平泳ぎ          予選
  　　10．男子　２００ｍ平泳ぎ          予選
  　　11．女子　　５０ｍ自由形          予選
  　　12．男子　　５０ｍ自由形          予選
  　　13．女子　４００ｍ個人メドレー    予選
  　　14．男子　４００ｍ個人メドレー    予選
  　　15．女子　８００ｍ自由形          決勝
  　　16．男子１５００ｍ自由形   　     決勝
  　         　     （休　憩）
 　 　17．女子　２００ｍ自由形          決勝
　  　18．男子　２００ｍ自由形          決勝
 　 　19．女子　２００ｍ背泳ぎ          決勝
 　 　20．男子　２００ｍ背泳ぎ          決勝
  　　21．女子　２００ｍバタフライ      決勝
  　　22．男子　２００ｍバタフライ      決勝
 　 　23．女子　２００ｍ平泳ぎ          決勝
 　 　24．男子　２００ｍ平泳ぎ          決勝
  　　25．女子　　５０ｍ自由形          決勝
  　　26．男子　　５０ｍ自由形          決勝
  　　27．女子　４００ｍ個人メドレー    決勝
  　　28．男子　４００ｍ個人メドレー    決勝
  　　              （休　憩）
  　　29．女子　4×100ｍフリーリレー　  決勝
  　　30．男子　4×100ｍフリーリレー 　 決勝

              （２日目）
　31．女子　4×100ｍメドレーリレー　予選
　32．男子　4×100ｍメドレーリレー  予選
　33．女子　１００ｍ背泳ぎ          予選
　34．男子　１００ｍ背泳ぎ          予選
　35．女子　１００ｍ平泳ぎ          予選
　36．男子　１００ｍ平泳ぎ          予選
　37．女子　４００ｍ自由形          予選
　38．男子　４００ｍ自由形          予選
　39．女子　１００ｍバタフライ      予選
　40．男子　１００ｍバタフライ      予選
　41．女子　１００ｍ自由形          予選
　42．男子　１００ｍ自由形          予選
　43．女子　２００ｍ個人メドレー    予選
　44．男子　２００ｍ個人メドレー    予選
  　            （休　憩）
　45．女子　１００ｍ背泳ぎ          決勝
　46．男子　１００ｍ背泳ぎ          決勝
　47．女子　１００ｍ平泳ぎ          決勝
　48．男子　１００ｍ平泳ぎ          決勝
　49．女子　４００ｍ自由形          決勝
　50．男子　４００ｍ自由形          決勝
　51．女子　１００ｍバタフライ      決勝
　52．男子　１００ｍバタフライ      決勝
　53．女子　１００ｍ自由形          決勝
　54．男子　１００ｍ自由形          決勝
　55．女子　２００ｍ個人メドレー    決勝
　56．男子　２００ｍ個人メドレー    決勝
  　            （休　憩）
　57．女子　4×100ｍメドレーリレー  決勝
　58．男子　4×100ｍメドレーリレー  決勝

６　競技規則

　1)　２０２１年（財）日本水泳連盟競泳競技規則による。

　2)　選手の変更は、その変更に正当な理由があり、補欠として申し込みのあった者（各校１種目につ

き１名）を８時５０分（２日目は８時２０分）までに監督が本部記録まで申し出た場合のみ許可

する。

７　競技方法

　1)　男女別学校対抗とする。

　2)　各種目の予選はタイムレースとする。ただし、女子８００ｍ自由形および男子１５００ｍ自由形



はタイム決勝とする。

　3)　決勝進出者に棄権者が出た場合は次点上位より順次出場権（補欠２番まで）を与える。

　4)　決勝進出者が規定の人数を越えた場合は、スイムオフを行わず抽選によって決勝進出者を決定す

る。

　5)　優勝決定法

　　　　各種目ごとに１位９点、２位７点、３位６点…、以下８位１点を与え、得点を男女別に合計

し、　　　　最高得点校を優勝とする。各レースで同着が出た場合はその順位の得点を全員に与える。

また　　　　合計した得点が同じ場合は、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名として計算する）
　　　　③　１位の多い学校

　　　　④　２位の多い学校（以下、８位までこれにならう）

８　参加規定

　1)　資　格
        学校教育法により、中学校に在籍し、学校長が資格を認めた生徒であって、平成１８年４月２日以

降に生まれた者に限る。

　2)　制　限

　　　　①　１人２種目以内、１校１種目３名以内（リレー２種目を除く）で別に定める制限記録を突

破した者に限る。
    　　②　リレー、メドレーリレーとも１校１チームのみ参加できる。（１チームは６名まで申し込む

ことができる）

９　参加申込

	 	 1)　参加校は参加申込書１通（学年、西暦を使用した生年月日および記録を明記）と外部コーチ承認

書及び撮影許可証申込書に参加料を添えて、郡市中体連事務局へ期日までに提出する。

　2)　各郡市中体連事務局は申込みを取りまとめ、参加料を添えて県中体連事務局へ期日までに提出す

る。

　3)　参加校は参加申込書の写しを６月２日(水)までに県中体連水泳競技部専門委員長在任校へ提出し

（ＦＡＸ可）、日水連ｗｅｂエントリーをこの日までに行う。

10　参	 加	 料

　　　参加登録選手１人につき８００円とする。

11　表　　彰

　1)　団体　男子の部・女子の部・男女総合の部の１位に優勝旗と賞状を贈る。

　　　　　　各３位まで賞状を贈る。

　2)　個人　男女各８位まで賞状を贈るとともに１位にメダルを贈る。

12　北信越大会への出場について

　　　各種目の上位３名（チーム）は北信越中学校総合競技大会水泳競技大会への出場権を得る。　　　　　

また、同着の選手（チーム）も出場できる。辞退者が出た場合は次点上位より順次出場権を与え　　　

る。

　　（ただし、特別な理由が無い限り辞退を認めない）

13　全国大会への出場について

　1)　本大会のレース（予選・決勝は問わない）において別に定められた標準記録を突破した者は全国

中学校水泳競技大会の出場権を得る。

　2)　１／１００秒の記録は対象とする。

　3)　都道府県での予選会は長水路での大会を原則とする。

　4)　リレー、メドレーリレーにおける第一泳者の正式時間はその対象としない。

　5)　国際大会代表選手は、都道府県予選会に参加しなくてもこの大会に参加できる。

14　その他

　　・参加制限タイムに達していないタイムが記入されている者は出場を認めない。

　　・競技に関する抗議は、そのチームの責任者が、発生後３０分以内に文書により、審判長に提出し

なければならない。

　　・両日とも８時３０分より監督会議をおこなう。

15　北信越・全国大会に出場した学校は、補助金支給のための大会参加報告書を提出すること(巻末綴込

み)。



 　　　　　石川県中学校水泳競技大会参加制限記録      　　 全国中学校水泳大会参加標準記録
                                               
種　目             　　 　男　子  　　　　　　女　子     　 　　男　子    　　　　女　子    自由形　   　５０
ｍ　       ３５秒０　        ４０秒０ 　　　　２５秒０９  　　  ２７秒２８   
　       　１００ｍ　 　１分１５秒０　  　１分２５秒０ 　　　　５４秒６１　  　　５９秒５１   
         　２００ｍ　 　２分４０秒０　　　２分５６秒０ 　　１分５８秒３５　  ２分０８秒０１   
         　４００ｍ　 　５分４５秒０　　　６分１５秒０ 　　４分１１秒３８　  ４分２８秒７７   
        　 ８００ｍ　             　　　１２分４０秒０ 　　              　　９分１７秒１０   
         １５００ｍ　 ２２分００秒０　                 　１６分４５秒６９　                   
背　泳   　１００ｍ　 　１分２５秒０　　　１分３５秒０ 　　１分０１秒４３　  １分０５秒８０   
         　２００ｍ　 　３分０５秒０　　　３分１５秒０ 　　２分１２秒７１　  ２分２１秒１４   
平　泳   　１００ｍ　 　１分３５秒０　　　１分４０秒０ 　　１分０７秒１０　  １分１３秒５４   
        　 ２００ｍ　 　３分２５秒０　　　３分３５秒０ 　　２分２３秒４２　  ２分３６秒６６   
バタフライ １００ｍ　 　１分２０秒０　　　１分３０秒０ 　　　　５８秒１７　  １分０３秒８１   
           ２００ｍ　 　３分００秒０　　　３分１０秒５ 　　２分０９秒３７　  ２分１９秒８５   
個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ２００ｍ　 　３分０５秒０　　　３分１５秒０ 　　２分１２秒７２　  ２分２３秒３１   
           ４００ｍ　 　６分２５秒０　　　７分００秒０ 　　４分４０秒４４　  ５分０２秒７９   
リレー 　  4×100ｍ　 　５分１０秒０　　　５分５０秒０ 　　３分４８秒５０　  ４分０９秒２９   
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ   4×100ｍ　 　５分４５秒０　　　６分２５秒０　 　４分１４秒２３　  ４分３７秒９２    
                                                                 


