
開催実施要項 
 

１ 大 会 名  令和４年度福岡県高等学校体育連盟総合体育大会水泳競技選手権大会 

        兼 第７０回全九州高等学校水泳競技大会予選会 

 

２ 主  催  福岡県高等学校体育連盟 福岡県教育委員会 

 

３ 後  援  （一般）福岡県水泳連盟 福岡市教育委員会 西日本新聞社 北九州市水泳協会 

 

４ 主  管  福岡県高等学校体育連盟水泳専門部 

 

５ 期  日  令和４年６月４日（土）～５日（日） 
 

６ 時  間  競技開始 ６月４日（土）１０：００・５日（日）９：３０ 

        顧問会議 ６月４日（土） ９：００・５日（日）９：００ 
        ※開閉会式は実施しない 

 

７ 会  場  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹｯﾄｱｸｱﾊﾟｰｸ桃園（桃園市民プール）（５０Ｍ×８レーン） 
              北九州市八幡東区桃園３－１－６  ℡０９３－６６１－２３６５ 

 

８ 競技規則  公益財団法人日本水泳連盟競技規則による。 

 

９ 競技方法  

（１） 学校対抗とし、選手権獲得校の決定方法は、個人種目は１位８点、２位７点‥‥８位１点とし、

リレー種目は１位１６点、２位１４点‥‥８位２点とする。同記録の場合は、同着としその順

位の得点をそれぞれに与える。総合得点の最も多い学校を優勝校とする。総合得点が同じ場合

は、次の順序に従って順位を決定する。 

     ア リレーによる得点の多い学校。 

     イ 入賞者の多い学校（リレーは４と計算する）。 

     ウ １位の数。 

     エ ２位の数（以下、８位までこれにならう）。 

（２） 予選はすべてタイムレースとする。但し、４００ｍ以上の種目（リレー含む）についてはタイ

ム決勝とする。 
（３） 男女ともに予選上位８名までを決勝進出者とする。 

 

10 種  目 

種    目 男   子 女   子 

自 由 形 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ １５００ｍ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ 

背 泳 ぎ １００ｍ ２００ｍ １００ｍ ２００ｍ 

平 泳 ぎ １００ｍ ２００ｍ １００ｍ ２００ｍ 

バタフライ １００ｍ ２００ｍ １００ｍ ２００ｍ 

個人メドレー ２００ｍ ４００ｍ ２００ｍ ４００ｍ 

フリーリレー ４×１００ｍ  ４×２００ｍ ４×１００ｍ  ４×２００ｍ 

メドレーリレー ４×１００ｍ ４×１００ｍ 

 
11 引率・監督について 

（１） 引率責任者は校長の認める当該校又は他の学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、      
教諭、助教諭、実習助手、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第 22 条の 2 に示された者）

又は校長とする。 
（２） 監督・コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険（ス

ポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 
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12 参加資格  

（１） 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生

徒であること。 

（２） 選手は本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加の資格を得た者であること。 

（３） ２０２２年度公益財団法人日本水泳連盟競技者登録完了者であること。 

（４） 年齢は、２００３年（平成１５年）４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技

３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

（５） チームの編成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成を認めない。 

（６） 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる参加を認める。 

（７） 転校・転籍後１年未満の者は参加を認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。但し、一家転

住等のやむを得ない事由による場合は、水泳専門委員会で調査し、高体連会長の承認があれば

この限りでない。 

（８） 出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。 

（９） その他の事項については，全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催基    

準要項の参加資格に準ずる。 

（10） 参加資格の特例 

   ア 上記(1)(2)に定める生徒以外、(3)～(9)の大会参加資格を満たし、かつ、本連盟が承認し

た生徒については、別途に定める規定に従い大会参加を認める。 

   イ 上記(4)のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の 
出場は、同一競技３回限りとする。 

   ウ 学年の区分を設けてある課程に在籍する生徒の出場は、３学年までとする。 

 

13 参加制限 

（１）個人種目は、１校１種目３名以内、１人２種目以内。 
   リレー種目は、１校１種目１チームのみ（補欠は１名まで）。 

（２）参加制限種目・記録 
種   目  男   子 女   子 
自 由 形 
 

４００ｍ 
１５００ｍ/８００ｍ 

５：００．０ 
２０：００．０ 

５：４０．０ 
１２：００．０ 

個人メドレー ４００ｍ ５：３０．０ ６：１０．０ 
※制限記録を超過した時点で退水させる。 

 

14 参加申込   

（１） 高体連の校長認知書に記載されている生徒個人情報について 

    利用目的等 ・大会プログラムまたは福岡県高体連ホームページへの掲載 

          ・参加資格の確認（年齢・転校等） 

          ・競技成績については、学校名・氏名・成績（記録）のみ公表する 

    校長認知書の提出により、申込書記載の生徒の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の承諾 
得たものとする。 

（２） 参加申込書 

所定の申込用紙（校長認知書・男女別）に必要事項を記入または入力の上、申込期限を厳守し

下記宛に２部作成（１部コピー可）し送付すること。 

（３） Web ｴﾝﾄﾘｰ 

① Web-SWMSYS によりエントリーの申込を行う。システムからエントリーＴＩＭＥ一覧１部、ま

たリレー参加校はリレー一覧１部を校長認知書に添付し申し込むこと。校長認知書と相違が

ある場合、校長認知書の方が優先される。種目等よく確認し、Web エントリーを行うこと。

※エントリータイムは可能な限り、直近１年間のベストタイム（長水路）の入力をお願いし

ます。 

② エントリー期間は、令和４年５月６日（金）～５月２３日（月）とする。 

③ 添付書類提出後の種目の変更は受け付けない。 

 

 

 

 
 

【提出書類一覧】 
・校長認知書  男女各２部（１部コピー可） 
・エントリーTIME 一覧 １部 
・リレー一覧  １部 
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（４）申 込 期 日      令和４年５月２４日（火）１５時まで 

（５）申 込 先      

北部・筑豊 〒806-0015 北九州市八幡西区元城町１－１ 

          八幡中央高等学校    大野 美弥   Tel 093-681-2335 
   中部    〒818-0081 筑紫野市針摺東２－４－１ 

          筑紫高等学校      佐木 豊加   Tel 092-924-1511 
   南部    〒839-1342 うきは市吉井町生葉６５８ 

        浮羽究真館高等学校   鹿野 貴士   Tel 0943-75-3899 
15 個人情報及び肖像権について 

上記取り扱いについては、高体連ＨＰ「個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」に 
記載のとおりとする。（P.6） 
 

16 参加負担金 １人５００円とする。【後日、県高体連事務局が取りまとめて徴収する】 

 

17 表  彰  個人・団体ともに３位まで表彰する。ただし、表彰式は実施しない。 

 

18 九州大会の参加資格 

（１） 本大会において各種目とも決勝８位までの個人及びリレーチームに九州大会への出場権を与

える。ただし、下記の標準記録を突破しなければならない。 

 ※ 九州大会参加標準記録（令和４年度） 

種  目 距 離 男 子 女 子 

自  由  形 

 

 

 

 

 

 ５０ｍ 

１００ｍ 

２００ｍ 

４００ｍ 

８００ｍ 

１５００ｍ  

２６．０６ 

５７．１５ 

２：０８．３２ 

４：３９．０１ 

－ 

１８：２０．０９ 

３０．２９ 

１：０７．１９ 

２：３１．７９ 

５：３６．８４ 

１１：１０．０９ 

－ 

背  泳  ぎ 

 

１００ｍ 

２００ｍ 

１：０７．４９ 

２：２９．３４ 

１：１６．５４ 

２：４６．５５ 

平  泳  ぎ 

 

１００ｍ 

２００ｍ 

１：１２．１０ 

２：３９．８９ 

１：２８．６９ 

３：１０．８９ 

バ タ フ ラ イ 

 

１００ｍ 

２００ｍ 

１：０３．２９ 

２：２８．０１ 

１：１８．６９ 

３：０６．４９ 

個人メドレー        

 

２００ｍ 

４００ｍ 

２：２５．７０ 

５：２６．２９ 

２：５２．３５ 

６：２１．２９ 

  フリーリレー 

 

４×１００ｍ 

４×２００ｍ 

４：０６．４０ 

９：２４．４８ 

５：１９．６９ 

１０：３２．１２ 

  メドレーリレー ４×１００ｍ ４：３４．５２ ５：４５．０９ 

（２） 上記（１）以外でも全国総体標準記録を突破した個人及びリレーチーム。 
※全国総体（インターハイ）標準記録↓ 

https://swim.or.jp/swim/japan_record/2022/03/ 
 
19 新型コロナウイルス感染症防止に係る対応について 

（１） 無観客試合とし、会場内の出入りは出場選手、マネージャー（上限２名）、引率責任者、競

技役員のみとし、競技終了後生徒は速やかに退出し帰宅すること。 

（２） 大会当日、各学校の引率責任者は、福岡県高体連ホームページからダウンロードした「健康

チェック表」に検温結果等を記入し、受付で提出すること。（できる限り各学校で体温計を

持参しておくこと）選手自身が体調不良の場合（37.5 度以上の発熱や咳等の症状）は、参加

を認めない。また、近親者・学校チーム関係者等に、新型コロナウイルスの感染者や疑いが

ある方がいる場合も、参加を控えること。 

（３） 入場時には、必ずマスクを着用し、うがいや手洗いを励行すること。（マスクは予備も含め

各自準備） 

（４） 握手やハイタッチ、肩を組むなどの身体的接触、近距離での会話や発生は厳禁とし、応援は
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拍手のみで行うこと。 

（５） 状況に応じて大会の規模縮小、延期、中止をすることがあります。 
 
20 そ の 他 

（１） 開場（館内入場）時間は４日（土）８：３０､５日（日）８：００とします。 

（２） 顧問の先生方に競技役員をお願いしています。競技役員服（公認競技役員ユニフォームもしく

は高体連水泳専門部指定ポロシャツ、紺または黒のスラックス、白を基調とした運動靴）の準

備をお願いします。 
（３） 会場駐車場に限りがありますので大会役員・競技役員にのみ駐車券を発行します。会場駐車場

は、駐車券のない車の駐車はできません。また、プール敷地内への入場は、開場時間の１時間

前を目途に開門します。早く来場されても道路の渋滞を招き、周辺の住民に迷惑をかけますの

でご注意願います。 

（４） スタンドの観客席は、すべて学校別に指定いたします。 

（５） 競技場の美化に努めるとともに、ゴミの持ち帰りにご協力下さい。 
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20 競技順序 

第１日目 10:00 競技開始 

 

１ 女子 ４×１００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ   ﾀｲﾑ決勝 
２ 男子 ４×１００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ   ﾀｲﾑ決勝 

       
休    憩 

 
３  女子  ２００ｍ平泳ぎ        予選 
４ 男子  ２００ｍ平泳ぎ        予選 
５  女子  ２００ｍバタフライ     予選 

６ 男子  ２００ｍバタフライ     予選 
７  女子  ２００ｍ背泳ぎ       予選 
８ 男子  ２００ｍ背泳ぎ       予選 
９  女子  ２００ｍ自由形       予選 
10  男子  ２００ｍ自由形       予選 
11  女子  ５０ｍ自由形         予選 
12 男子  ５０ｍ自由形         予選 
 

休    憩 
 
13 女子 ８００ｍ自由形     ﾀｲﾑ決勝 
14 男子１５００ｍ自由形     ﾀｲﾑ決勝 
15  女子  ４００ｍ個人メドレー  ﾀｲﾑ決勝 
16 男子  ４００ｍ個人メドレー  ﾀｲﾑ決勝 

17  女子  ２００ｍ平泳ぎ        決勝 
18 男子  ２００ｍ平泳ぎ        決勝 
19  女子  ２００ｍバタフライ     決勝 

20 男子  ２００ｍバタフライ     決勝 
21  女子  ２００ｍ背泳ぎ       決勝 
22 男子  ２００ｍ背泳ぎ       決勝 
23  女子  ２００ｍ自由形       決勝 
24  男子  ２００ｍ自由形       決勝 
25  女子  ５０ｍ自由形         決勝 
26 男子  ５０ｍ自由形         決勝 

第２日目 9:30 競技開始 

 

27 女子  ４×１００ｍメドレーリレー    ﾀｲﾑ決勝 
28 男子  ４×１００ｍメドレーリレー    ﾀｲﾑ決勝 

 
休    憩 
 

29 女子  ２００ｍ個人メドレー      予選 
30 男子  ２００ｍ個人メドレー      予選 
31 女子  １００ｍ自由形        予選 

32 男子  １００ｍ自由形        予選 
33 女子  １００ｍバタフライ      予選 
34  男子  １００ｍバタフライ      予選 
35 女子  １００ｍ背泳ぎ        予選 

36  男子  １００ｍ背泳ぎ        予選 

37 女子  １００ｍ平泳ぎ         予選 
38 男子  １００ｍ平泳ぎ         予選 
 

休    憩 
 

39  女子  ４００ｍ自由形      ﾀｲﾑ決勝 
40 男子  ４００ｍ自由形      ﾀｲﾑ決勝 
41 女子  ２００ｍ個人メドレー      決勝 
42 男子  ２００ｍ個人メドレー      決勝 
43 女子  １００ｍ自由形        決勝 

44 男子  １００ｍ自由形        決勝 
45 女子  １００ｍバタフライ      決勝 
46  男子  １００ｍバタフライ      決勝 
47 女子  １００ｍ背泳ぎ        決勝 

48  男子  １００ｍ背泳ぎ        決勝 

49 女子  １００ｍ平泳ぎ         決勝 
50 男子  １００ｍ平泳ぎ         決勝 
 

休    憩 
 

51 女子 ４×２００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ   ﾀｲﾑ決勝 
52 男子 ４×２００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ   ﾀｲﾑ決勝 
 

 

※ 連絡事項については大会３日前を目途に、福岡県高体連ホームページに２次要項を掲載いたしま

す。大会前日までにダウンロードし、ご確認ください。 

※ 問合先   福岡大学附属若葉高校 小川純一(専門委員長）℡：092-771-1981 
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個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて 
福岡県高等学校体育連盟 

令和４年４月１日 
  

福岡県高等学校体育連盟は、大会参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに

関して以下のとおり対応します。 
 
（1） 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

ア 大会プログラムに掲載される。 

イ 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがある。 

ウ 競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。 

エ 組み合わせ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがある。 

オ 氏名・学校名・学年については、報道の正確性を期すため、大会開催前に報道機関に提供する

ことがある。 

 
（2） 競技結果（記録）等の取り扱い 

ア 新聞・雑誌及び県高体連等関連ホームページ等で公開されることがある。 

イ 大会プログラム掲載の個人情報とともに掲載される。 

ウ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがあ

る。 

 
（3） 肖像権に関する取り扱い 

ア 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された写真が、新聞・雑誌・

報告書及び高体連関連ホームページで公開されることがある。 

イ 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された映像が、中継・録画放

映及びインターネットによって配信されることがある。 

 
（4） 対応について 

ア 取得した個人情報を前記利用目的以外に使用されることはありません。 

イ 参加申込書の提出により、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。 

なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、県高体連専門部及び当該中央競技団体等に

よって個別に承諾を確認することがある。 

ウ 大会役員、競技役員、運営役員、その他各種の委員や補助員等大会関係者及び会場に来られ

た観客の皆様につきましては、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応す

る。 
 


