
令和４年度 筑豊地区中学校総合体育大会 水泳競技大会 要項 

                            主 催  筑豊地区中学校体育連盟 
                                                               嘉飯地区各市町教育委員会 
                                                               田川地区各市町村教育委員会 

共 催  福 岡 県 教 育 員 会 
主 管  田川地区中学校体育連盟 

１ 日  時 
   令和４年７月 ９日（土）・・・雨天決行                      開  場  ７時３０分 
                                   学校受付  ８時００分 
                                         開 始 式  ９時００分 
                                         競技開始  ９時３０分 
２ 会  場 
   県営筑豊緑地公園屋外プール（飯塚市仁保 8-25） ℡ 0948-82-5556 
３ 参加資格 
 (1) 筑豊地区中学校総合体育大会開催基準及び『特別規定』による。 
 (2) 引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。コーチについては、出場校の教育職員（部

活動指導員含む）とする。ただし、教育職員（部活動指導員含む）以外のコーチは、学校長が認め、
筑豊地区中体連に登録し承認を受けた者とする。 

４ 参加制限 
   各地区予選６位までが筑豊大会に出場できる。 
   （ただし、男子１５００ｍ、女子８００ｍについては、大会出場資格の上位８位までとする） 
５ 表  彰 
 (1) 団体は男女それぞれ３位まで、個人は各種目１位のみに賞状を授与する。 
 (2) リレー種目は、学校１枚、各個人に賞状を１枚ずつ授与する。 
６ 県大会出場資格 
   各種目６位までが、県大会出場の資格を得る。 
７ 申し込み 
   各地区大会終了後、専門部長に６位表を送付する。（ＦＡＸ可）また、筑豊大会出場が決定した学

校は、Web スミスにて大会登録を６月２９日（水）16：00までに各学校で行う。なお、正式な申込用
紙はプロ編時に各地区専門部長が提出すること。 

８ プログラム編成会議 
 (1) 日  時  令和４年６月３０日（木）１３：００～ 
 (2) 場  所  筑豊緑地公園屋外プール コンピューター室 
 (3) そ の 他  各地区専門部長は、申込用紙と審判氏名を持参すること。 
                  プログラム編成は、各地区専門部長が参加する。 
９ 各地区専門部長 

地区 氏 名 学校名 学 校 住 所 TEL FAX 専門部長 

田川 福山 雅人 後藤寺 〒826-0025田川市大黒町 11-69 0947-44-0087 0947-44-0166 ○ 
直鞍 矢野千加史 植木 〒822-0031直方市植木 261-2 0949-28-0439 0949-28-3885  
遠中 橋本 涼平 遠賀 〒811-4331遠賀郡遠賀町別府 200 093-293-0043 093-293-0052  
嘉飯 松尾 康則 二瀬 〒820-0053飯塚市伊岐須 740 0948-22-0388 0948-22-0455  

10 出場制限 
 (1) １人２種目までとする。 
 (2) １校１種目３名までとする。 
11 競技種目 

種目 男子 女子 

自 由 形 50 100 200 400 1500 50 100 200 400 800 
背 泳 ぎ 100 200 100 200 
平 泳 ぎ 100 200 100 200 
バタフライ  100 200 100 200 
個人メドレー 200 400 200 400 
メドレーリレー 4×100 4×100 
リ レ ー 4×100 4×100 

12 競技規則 
 (1) 日本水泳連盟競技規則に準ずる。 



 (2) 全種目、予選なしのタイムレースで行う。 
 (3)  招集は出場種目の 20 分前までに，招集席で点呼を受ける。点呼なき場合は失格とする。 
 (4) 得点表 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

個 人 ８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 
リレー １６点 １４点 １２点 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 

13 優勝校の決定 
  種目ごとに１位８点、２位７点・・・・・８位１点(ただし、リレー種目は１位１６点、２位１４点・・・・・

８位２点)とし、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、次の順に従って決
定する。 

(1)リレー種目による得点が多い学校 
(2)入賞者数の多い学校（リレー種目は４人とする） 
(3)１位の数が多い学校 
(4)２位の数が多い学校（以下８位までこれにならう） 
14 申し合わせ事項 
(1) 各学校の校則を遵守し，大会に参加すること。違反がある場合は，各顧問が責任を持って試合前ま

でに指導する。尚，改善が見られない場合は，大会参加を認めないこともあり得る。 
(2) 大会役員（審判員）は、参加校最低１名以上を出す。 
   大会審判の服装は、下は紺または黒のスラックス、上は白のポロシャツとする。 
(3) プールサイドでは、各学校の正課体育時の服装とする。 
 (4) 水泳キャップは、参加選手全員着用とする。 
 (5) スタートは１回制とする。合図は、「テイク ユア マークス」を採用する。 
(6) 自然災害等で大会が開催できない場合、書類選考を実施する。 
(7) ＡＥＤはプール事務室に設置している。 
(8) 水着については FINA マークの入ったものが望ましい。 
15 会場準備 
 (1) 日  時  令和４年７月８日（金）１６：００～ 
 (2) 場  所    県営筑豊緑地公園屋外プール 
16 注意事項 
 (1) 選手はプールサイドではサンダルのみ許可する。 
(2) 保護者観覧席は屋根なし応援スタンド(生徒席スタンドの反対側)とし、保護者観覧席のみ入場可

とする。その際、16(1)大会参加者についての注意事項に沿って入場すること。 
 (3) トイレは両サイドのスタンド横のトイレのみ使用を許可する。 
 (4) 更衣はスタンドもしくは更衣室で行い、靴や衣服は各学校単位でスタンドで保管すること。 

（ロッカーの使用は禁止） 
 (5) 競技開始後のアッププールは、屋内２５ｍプールで行う。なお、レーンを指定しているので表示や

役員の指示に従うこと。 
 (6) 鳴り物等による応援は一切禁止とする。（声援・拍手のみで応援すること） 
 (7) 会場内での写真撮影をする場合は必ず許可を得ること。 

（１階正面入り口の受付テントにて許可証を発行） 
 (8) プール棟前の駐車場は大会役員のみ駐車可とする。引率・応援の駐車は２０１号線を渡って左側の  

駐車場を利用すること。また、バスの駐車場はプール棟に向かって左側を利用すること。 
 (9) 当日朝のアップレーン割は下の通りとする。 

コース １～４ ５～８ 
割り振り 男子 女子 

 (10) 応援スタンド割 
保護者観覧席 

 

田川 嘉飯 直鞍 遠中 
 
 

屋根なし 

屋根付き 

テ 

テ テ 



17 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る確認・注意事項 
(1) 「筑豊地区中学校体育大会開催に向けた感染拡大防止ガイドライン」に準じて大会を行う。 

(2) 大会当日，選手・引率者は「大会当日体調記録表」を，その他の来場者に関しては「来場者体調

記録表」を提出する。 

(3) 大会参加者について 
  ●選手、引率者、競技役員等について   
 ①記録・救護係以外の競技役員は、プールサイドに設置したテントで待機する。 
 ②当日参加できる生徒は出場選手（補欠含め）のみとする。 
  ③競技役員の生徒は配置しない。 
 
 ●保護者について 
 ①各学校１家庭２名以内とし IDカードを発行された保護者のみ観覧可とする。 
  ※ただし、まん延防止措置や緊急事態宣言等が出た場合、無観客になる可能性もある。 
(4) 選手控室について 
 ①更衣を済ませた状態で来場する。 
 ②更衣室のロッカーは使用禁止とする。 
 ③スタンドを各地区でわける。 
 ④入賞校をのぞき、競技が終わった生徒については速やかに帰宅することを推奨する。 
(5) 開始式について 
 ①生徒はスタンドで間隔を空けて待機する。 
 ②優勝旗返還（男子：穂波東・女子：直方二）、大会諸注意のみ行う。 
(6) 応援について 
 ①応援は声を出さずに、拍手のみで行い、マスクを着用する。 
(7) マスクについて 
 ①マスクはコール前まで着用し、競技前はマスク用の袋に入れる。袋は各自で持参する。 
 ②競技以外はマスクを着用する。 
(8) 飲食について 
 ①複数人が同時に飲食する場合は、十分な対人距離を確保し、対面しない。 
 ②食事中は会話をしない。 
 ③飲食物の共有・分け合いは禁止とする。 
(9) 手指アルコール消毒設置場所ついて 
 ①更衣室前、招集、スタンド入口に設置する。その他、適宜必要であれば設置する。 
(10) 受付場所について 
 ①アクリル板を設置する。 
 ②受付開始 30分前後にランキング表を購入できる時間とする。 
(11) 招集について 
 ①招集所ではマスクを着用する。 
 ②招集所内での密を避ける。 
(12) その他 
 ①水筒・タオル・キャップ・ゴーグルは他人との貸し借りはしない。 
 


