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開催実施要項 

 

１ 大 会 名  平成２７年度 第３７回福岡県高等学校春季選抜選手権水泳競技大会 

 

２ 主  催  福岡県水泳連盟 

 

３ 共  催  福岡県高等学校体育連盟 

 

４ 後  援  福岡県教育委員会 

 

５ 主  管  福岡県高等学校体育連盟水泳専門部 

 

６ 期  日 

（１）開 会 式 ５月１６日（土）１０：００ 

（２）競  技 ５月１６日（土）１０：２０競技開始、１７日（日）９：３０競技開始 

（３）閉 会 式 ５月１７日（日）競技終了後 

（４）顧問会議 ５月１６日（土）・１７日（日）９：００ 

 

７ 会  場  福岡市立総合西市民プール  

                福岡市西区西の丘１－４－１   ℡０９２－８８５－０１２４ 

 

８ 競技規則  平成２７年度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、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。ただし、リレー種目を除く４００ｍ以上の種目に 

 ついてはタイム決勝とする。 

 

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 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 

平 泳 ぎ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 

バタフライ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 

個人メドレー ２００ｍ ４００ｍ ２００ｍ ４００ｍ 

リ レ ー ４００ｍ ４００ｍ 

メドレーリレー ４００ｍ ４００ｍ 
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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、常勤講師又は校長とする。 

（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。 

 

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、本県高等学校体育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）平成２７年度日本水泳連盟に登録された者であること。 

（４）年齢は、１９９６年（平成８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）。ただし、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 

   県高等学校体育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）１校１種目３名以内、１人２種目とする。但し、リレーは除く。 

（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 

※標準記録を超過した時点で退水させる。 

 

14 参加申込 

（１）参加申込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）のみ公表する事と 

         する。 

   参加申込書の提出により、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 
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  旨の承諾を得たものとする。 

（２）参加申込書…所定の申込用紙に必要事項を記入及び校長印を押印し、１部送付するこ 

        と。 

（３）Web ｴﾝﾄﾘｰ …①エントリー期間は、４月２４日(金)～５月４日(月)までとする。 

          ②Web-SWMSYS によりエントリーの申込を行い、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部を参加申込  

        書に添付し申し込むこと。 

         ③書類提出後の種目の変更及び記録の変更は行わないこと。 

（４）申 込 締 切     …平成２７年５月７日（木）１５時必着。 

（５）申  込  先 

    北部 〒820-0205 福岡県嘉麻市岩崎１３１８－１ 

        稲築志耕館高等学校 安田 充孝    Tel 0948-42-1313  

    中部 〒811-2104 糟屋郡宇美町井野５２－１ 

        宇美商業高等学校  佐々木 貴士   Tel 092-932-0135 

    南部 〒833-0041 筑後市大字和泉２５１ 

      八女高等学校    鹿野 貴士    Tel 0942-53-4184 

    筑豊 〒820-0003 飯塚市立岩１７３０－５ 

      嘉穂東高等学校   井上 健一    Tel 0948-22-0071 

 

15 参加負担金 １種目１，０００円 

        下記の口座に５月７日（木）までに振り込むこと。 

                   福岡銀行 天道支店 普通預金 番号１５２２８６７ 

         「福岡県高等学校体育連盟水泳専門部会計 井上健一」 

        ※学校名を明記するとともに振込手数料は学校負担にてお願いします。 

 

16 表  彰   個人・団体ともに３位まで表彰する。 

 

17 国民体育大会選考  本大会は国民体育大会選考対象大会とする。 

 

18 開場時間   館内入場に関しては、両日とも８：３０とする。 

          

19 そ の 他 

（１）顧問の先生方に大会役員をお願いしています。水泳連盟競技役員シャツもしくは高体 

 連水泳専門部指定ポロシャツ、紺または黒のスラックス）の準備をお願いします。 

（２）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が、 

 空き駐車スペースを一般応援者にも開放します。その際、９：００以降とします。 

  保護者等の応援者にも周知方お願いします。 

（３）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）観覧スタンド中央通路下段は保護者をはじめ一般の応援者優先席とし、選手や敷物で 

 の場所取りは禁止とします。 

（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 ４００ｍメドレーリレー 予選 

２ 男子  ４００ｍメドレーリレー 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  ５０ｍバタフライ      予選 

14 男子    ５０ｍバタフライ      予選 

15 女子  ５０ｍ背泳ぎ        予選 

16 男子  ５０ｍ背泳ぎ        予選 

17 女子  ５０ｍ平泳ぎ          予選 

18 男子  ５０ｍ平泳ぎ          予選 

19 女子 ８００ｍ自由形     ﾀｲﾑ決勝 

20  男子１５００ｍ自由形        ﾀｲﾑ決勝 

21  女子 ４００ｍ個人メドレー  ﾀｲﾑ決勝 

22  男子  ４００ｍ個人メドレー  ﾀｲﾑ決勝 

23 女子 ２００ｍ自由形     決勝 

24  男子  ２００ｍ自由形     決勝 

25  女子  ２００ｍバタフライ   決勝 

26  男子  ２００ｍバタフライ   決勝 

27  女子  ２００ｍ背泳ぎ     決勝 

28  男子  ２００ｍ背泳ぎ     決勝 

29  女子  ２００ｍ平泳ぎ     決勝 

30  男子  ２００ｍ平泳ぎ     決勝 

31  女子   ５０ｍ自由形     決勝 

32  男子   ５０ｍ自由形     決勝 

33  女子  ５０ｍバタフライ      決勝 

34 男子    ５０ｍバタフライ      決勝 

35 女子  ５０ｍ背泳ぎ        決勝 

36 男子  ５０ｍ背泳ぎ        決勝 

37 女子  ５０ｍ平泳ぎ          決勝 

38 男子  ５０ｍ平泳ぎ          決勝 

39  女子  ４００ｍメドレーリレー 決勝 

40  男子  ４００ｍメドレーリレー 決勝 

第２日目 9:30 競技開始 

 41  女子  ４００ｍリレー     予選 

 42 男子  ４００ｍリレー     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 

 45  女子  １００ｍ自由形     予選 

 46  男子  １００ｍ自由形     予選 

 47  女子  １００ｍバタフライ   予選 

 48  男子  １００ｍバタフライ   予選 

 49  女子  １００ｍ背泳ぎ     予選 

 50  男子  １００ｍ背泳ぎ     予選 

 51  女子  １００ｍ平泳ぎ     予選 

 52  男子  １００ｍ平泳ぎ     予選 

       休   憩 

 53 女子 ４００ｍ自由形      ﾀｲﾑ決

勝 

 54  男子  ４００ｍ自由形     ﾀｲﾑ決

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 

 57  女子  １００ｍ自由形       決勝 

 58  男子  １００ｍ自由形       決勝 

 59  女子  １００ｍバタフライ     決勝 

 60  男子  １００ｍバタフライ     決勝 

 61  女子  １００ｍ背泳ぎ       決勝 

 62  男子  １００ｍ背泳ぎ       決勝 

 63  女子  １００ｍ平泳ぎ       決勝 

 64  男子  １００ｍ平泳ぎ       決勝 

 65  女子  ４００ｍリレー          決勝 

 66  男子  ４００ｍリレー          決勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 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 


