令和４年度福岡県中学校総合体育大会

第７４回福岡県中学校水泳競技大会要覧
１．日

時

【１日目】 令和４年 ７月２７日（水） 【２日目】 令和４年 ７月２８日（木）
※ 予備日 令和４年 ７月２９日（金）

２．会

場

福岡市立総合西市民プール
福岡市西区西の丘１丁目４番１号

℡ 092-885-0124

３．全体スケジュール
第１グループ ・・・ 福岡市（西区・早良区・城南区・中央区），筑前，北九州
第２グループ ・・・ 福岡市（東区・博多区・南区），筑豊，筑後，京築
【１日目】
学校受付（１F 入口付近）
開場（２F 入口）
ウォーミングアップ
メイン（５０ｍ）プール ＆ サブ（２５ｍ）プール
公式スタート練習 ：メイン（５０ｍ）プール
主任打ち合わせ
競技役員打ち合わせ（泳法・場内指令※１）
競技役員打ち合わせ ※１以外
開会式（２F 観客スタンド＆プールサイド）
競技開始
【２日目】
学校受付（１F 入口付近）
開場（２F 入口）
ウォーミングアップ
メイン（５０ｍ）プール ＆ サブ（２５ｍ）プール
公式スタート練習 ：メイン（５０ｍ）プール
主任打ち合わせ
競技役員打ち合わせ（泳法・場内指令※１）
競技役員打ち合わせ ※１以外
競技開始
閉会式

第１グループ
７：２０ ～ ７：５０
８：２５ ～ ９：１０
７：５０

第２グループ
７：５５ ～ ９：１０

８：００ ～ ８：３５

８：３５ ～ ９：１０

８：２０ ～ ８：３５

８：５５ ～ ９：１０

８：２５

７：００
７：３０
８：４５
９：３０ ～ ９：４５
１０：００
第１グループ
７：３０ ～ ９：１０
７：５０

第２グループ
８：０５ ～ ９：１０
８：２５

８：００ ～ ８：３５

８：３５ ～ ９：１０

８：２０ ～ ８：３５
７：００
７：３０

８：５５ ～ ９：１０
７：１５
７：３０

８：４０
９：２５
競技終了約１５分後

※ マナーチェックは，招集時に行う。競技の進行の妨げにならないよう，事前に各学校で責任をもって
行っておくこと。
※ 今回は，全体で集まっての監督者会議は行いません。学校受付で注意事項の用紙を受け取り，競技
のルールや大会参加にあたっての注意事項等を選手へ確実に伝えてください。
４．新型コロナウイルスの感染拡大予防について
今大会は，無観客での大会となります。「福岡県中学校体育連盟主催大会の開催にあたっての感染
拡大予防ガイドライン」・「福岡県中学校水泳競技大会における感染拡大予防ガイドライン」等の資料
を必ず確認して来場してください。また，会場内にも様々な対策やお願いを掲示していますので，必ず
指示に従って行動してください。ご理解ください。
今回，会場に入館できるのは，「選手・引率・競技役員・大会役員・県中体連に外部コーチとして登録
申請をしているコーチ・国体選考に関わる方・福岡県水連関係者」とする。

５．競技について
（１） 本競技会は，２０２２年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に準ずる。
（２） 予選は全てタイムレースで行い，決勝進出は全種目１０名（１０チーム）とし，補欠２名を選出する。
同タイムの場合は抽選とし，スイムオフは行わない。男子１５００ｍ自由形及び女子８００ｍ自由形はタ
イムレース決勝を行う。競技進行予定時間より２０分以上遅れる場合は場内放送にてお知らせする。
（３） 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。
（４） 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。招集の
際にマナーチェックを行い，AD カード・マスク・脱衣袋と水着・キャップ（スイミングスクール名が入っ
ていないか等）を確認する。水着は FINA（国際水泳連盟）の公認した水着を着用すること。１次招
集を１階ロビー，２次招集を招集室，３次招集を観客席側プールサイドで行う。
（５） 決勝進出補欠１・２の選手（チーム）も招集を受けて待機すること。
（６） 泳ぎ終わったあとは，予選・決勝ともに自レーンから退水し，退場経路に添って，25m プールの方
向に向かうこと。
（７） 記録の測定は，①全自動装置，②半自動装置の順で測定を行う。選手はタッチ板の有効面に正
確にゴールタッチし機械を作動させること。ライトタッチは不利になることがある。また，リレーについて
は引継審判装置を採用しており，引継違反は装置を優先して判定する。
（８） 通告は，予選は組のみ，決勝は名前と所属名の紹介とする。
（９） 棄権届，リレーオーダー用紙は，「記録室」へ提出すること。リレーオーダー用紙には，選手番号を
必ず確認して記入し，〆切時間厳守で提出すること。
１日目 ４×１００ｍフリーリレー

２日目 ４×１００ｍメドレーリレー

リレーオーダー用紙

予選

９：２５

９：４５

提出（〆切）時間

決勝

予選競技 終了時

１３：１０

（１０） 予備日開催の場合には，全競技タイムレース決勝で行う。
６．プールの使用について
（１） 選手はアリーナ内は裸足で通行すること。（サンダル等の使用は禁止）
（２） メイン（５０ｍ）プールの使用時間・公式スタート練習の時間は，「３．全体スケジュール」参照
（３） メインプールとサブ（２５ｍ）プールの使用について
① メインプールでのウォーミングアップは，1 レーン～５レーンを女子専用，６レーン～１０レーンを男子
専用とする。
② 公式スタート練習は，全レーンを使用する。前の人とは１ｍ以上の間隔をあけ，会話をしないで並
ぶ。スタート後は，５０ｍ泳ぎきってから自レーンから耐水する。
③ サブプールでは全日，幼児プール側３レーン分を女子専用，メインプール側４レーン分を男子専用
とする。サブプールでは，飛び込みを禁止とする
④ サブプールの使用は，朝のウォーミングアップの時間帯は２日間とも自分のグループの時間とし，
朝のウォーミングアップ終了時から開会式までの時間（１日目）は使用できない。１日目は開会式終
了後から競技終了１０分後まで，２日目は競技終了までサブプールで自由に練習をしてよい。
（３） 朝の更衣室混雑緩和のため，来場時にはできるだけ水着を着用して来場すること。
（４） 更衣室のロッカーの使用はできない。脱衣した服（マスクを含む）は全て名前を書いた脱衣袋に入
れ，プールサイドにある脱衣袋置きに置くこと。
（５） レーンロープに触らないこと。
（６） 役員の指示に従うこと。
７．会場の使用について
（１） 競技場内（開・閉会式も含む）では，選手は正課の体育時における服装とする。
（２） 大会会場では，必ず AD カードを着用すること。AD カードがない場合は，入館が認められない。選

手・引率者・競技役員・大会役員・部活動指導員・その他関係者は AD カードを着用すること。
（３） 更衣は「男女更衣室」使用すること。
① 更衣室に物を置くことはできない。名前を書いた脱衣袋を各自で準備しプールサイドに持って行く
こと。また，荷物はロッカーに預けずに各学校単位で保管する。
② 更衣室内にカメラや携帯電話・タブレット機器を持ち込んだ場合は，盗撮とみなし警察に通報す
る。
③ 本大会の控え場所は，学校毎に割り振られた２F 観客スタンド席と地区ごとに割り振られた場所を
使用すること。地区ごとに割り振られた場所では，気持ちよくゆずり合って使用すること。
（４） 出入口の制限を行う。２階入口からのみの出入りしかできないものとする。
（５） 途中，体調が優れない場合は，近くの競技役員に申し出ること。
（６） 選手は自分のレース終了後，なるべく速やかに退館すること。（引率者やチームの状況により例外
を認める）
８．学校受付
（１） 学校受付の時間・場所については，「３．全体スケジュール」参照
（２） 提出するもの
「体調確認表」（２日間とも）
福岡県中学校体育連盟ＨＰ → ダウンロード → 体調確認表（大会当日提出用）エクセルファイ
ルをダウンロードし，大会当日に記入したものを学校受付で提出すること。
「体調記録表（学校保管用）」，「同意書」は，各学校で保管しておくこと。
※ AD カードは，初めて来場した日の学校受付で受け取ること。１日目・２日目とも同じカードを使う
ため，紛失しないようにすること。使用後は各自で責任もって廃棄すること。AD カードが濡れた場合
は，シリコンキャップで拭かないこと。シリコンキャップが破れることがあります。
９．入館の仕方について
（１） 学校受付が済んだ学校は，50m プール側の外階段を昇り，２階スタンド席入口から入館し，人との
距離に気をつけること。
（２） AD カードを必ず着用して，検温を受ける。
（３） 競技役員，大会役員は，競技役員室で２日間とも競技役員受付を行ってください。係打ち合わせ
の場所をお伝えします。県中体連に外部コーチとして登録申請をしているコーチ・国体選考に関わる
方・福岡県水連関係者の受付は，学校受付・学校受付後は２階スタンド入口の総合受付で２日間と
も受付をお願いします。
（４） シートはスタンドには引かず，スタンドは決められた場所を使うこと。１階及び２階の指定された場
所にはシートを敷くのは許可する。ゆずりあって気持ちよく使うこと。
１０．招集時に必要なもの・ＡＤカードについて
（１） 招集時に必要なもの
① マスク着用
② AD カード
③ 脱衣袋（名前が書かれたもの）
（注意）どれか一つでも忘れた場合は招集を受けられない
（２） AD カードには「学校名」「名前」「プログラム No.」「組」「レーン」を事前に記載し，会場内では常
に見えるように着用すること。また，招集時には係の先生にはっきりと見えるように協力すること。
１１．開閉会式について
（１） 開閉会式はスタンド席にて座って行う。
（２） 選手の服装は正課体育時の服装とする。
（３） 開会式には，１日目に参加する選手は全員参加すること。選手は，開始５分前に学校ごとに割り振
られた観客スタンドに密を避けるような形で座ること。
男子４×１００ｍフリーリレー，女子４×１００ｍフリーリレーに出場する選手は，観客スタンドの密を避

けるためにプールサイドに整列し，開会式に参加すること。
（４） 閉会式は，男女ともに総合の表彰のみ行う。
（５） 令和３年度優勝校（男子：浮羽中，女子：志免東中）は，優勝旗を前日準備の時に，地区の専門部
長が会場へ持ってくること。
（６） 式次第
【 開会式 】
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

【 閉会式 】

開式通告
開会宣言
優勝旗返還
大会会長挨拶
競技上及び会場使用上の注意
選手宣誓
閉式通告

①
②
③
④
⑤

開式通告
成績発表
表彰
閉会宣言
閉式通告

１２．表彰について
（１） 決勝種目終了後，３位までの入賞者は表彰を行う。表彰台付近で待機すること。
（２） 団体の表彰（男女 総合１位～３位）は，閉会式で行う。
１３．上位大会の出場・手続きについて
（１） 各種目上位２名（２チーム）は，九州大会（８月４日～６日）への参加の義務を負う。（決勝で２位が
同タイムの時は抽選をおこない，スイムオフはしない）ただし，日本代表に選ばれた選手が，（公財）
日本水泳連盟指定の大会や合宿参加のため，九州大会に出場できない場合に限り，その選手の出
場する種目について繰り上げ出場を認めるものとする。
（２）本大会で予選，決勝を問わず全国大会標準記録を突破した者，また同タイムの者は，８月１８日～２
０日に行われる全国大会への参加の義務を負う。今年度の全国大会では，リレー競技は実施しませ
ん。プログラムにランキングが掲載される予定ですので，書類の準備をお願いします。個人種目の参
加費については，各校で指定された銀行口座への振り込みとなります。リレー競技についての参加費
は必要ありません。HP で確認または１７実行委員会（県専門部長）までお問い合わせください。
【全国大会標準記録】
種 目
男子
50Ｍ自由形
✻24.90
100Ｍ自由形
54.61
200Ｍ自由形
↘ 1:58.75
400Ｍ自由形
↘ 4:12.18
800Ｍ自由形
----1500Ｍ自由形
↘ 16:47.86
4×100Ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ
↘ 3:51.66
4×100Ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
4:16.43

＊，↘ 印は改訂
女子
種 目
27.28 100Ｍ背泳ぎ
✻59.37 200Ｍ背泳ぎ
↘ 2:08.41 100Ｍ平泳ぎ
↘ 4:29.57 200Ｍ平泳ぎ
↘ 9:20.30 100Ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ
----200Ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ
↘ 4:11.59 200Ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ
4:37.92 400Ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

男子
1:01.31
2:12.36
1:06.77
↘ 2:23.82
58.17
↘ 2:09.77
2:12.72
↘ 4:42.27

女子
1:05.80
↘ 2:21.54
1:13.45
2:36.66
1:03.67
↘ 2:20.25
2:23.71
↘ 5:04.39

（３）九州・全国大会への出場資格を得た学校の監督は直ちに受付本部に手続きに来ること。
九州大会・全国大会の申込みは，７月２９日（金）10：00 までに福岡市立和白丘中学校
〒811-0213 福岡市東区和白丘 3-13-1 TEL:092-606-7611
※ 申込は，大会当日も受け付ける。その際は事前に校長印を押印した申込書をあらかじめ準備（出
場申し込書はダウンロードして）し，持参すること。九州中体連・全国中学水泳 HP 参照
(４）本大会は国体選考会も兼ねている。福岡県水泳連盟ホームページを確認し，国体選考の標準タイ
ムを突破した人は，必要書類を福岡県水泳連盟に提出すること。
（５）（全国・九州）大会会場への移動手段については，大会当日，全国・九州受付付近に旅行会社の相
談窓口が出る予定です。

１４．その他
（１） 今大会は，会場内・近隣施設に保護者用の駐車場は準備していません。送迎や待機で近隣施設
に迷惑がかからないようご協力をお願いします。
（２） 大型バス・中型バス等の大きな車は，会場に駐停車・回転する場所はありません。待機場所につい
ては，最寄りの営業所や各学校で駐車場を手配する等での対応をお願いします。
（３） 保護者の朝の送迎は各グループの学校受付開始時間の２０分前からとする（7 時前には来ないよ
うにして下さい）。保護者に徹底してください。路上駐車をしたり，近隣の施設に迷惑がかからぬよう，
協力をお願いします。競技が中断することも考えられます。
（４） 教員と保護者が（九州・全国）大会関係等で打ち合わせをする場合は，教員が第１駐車場へ行っ
てください。
（５） 引率の先生は，生徒が帰る際，生徒が第１駐車場にいる状態で確実に保護者へ引き渡しできるよ
う手配してくだい。近隣のコンビニエンスストアー等で保護者が先に駐車場で待つ状態にならないよ
うにしてください。
（６） 競技役員として協力いただける先生方は，お越しの際，１F 入口から入館し，両日とも競技役員室
で受付を行ってください。主任になられている先生は，打ち合わせを両日とも７：00 に行います。主任
の先生は，競技役員室にご集合ください。主任の先生より，係ごとに打ち合わせを行います。打ち合
わせ場所は，競技役員室のホワイトボードでご確認ください。競技役員打ち合わせの時間は，１日目
８：３５，２日目は８：４０です。
（７） 競技役員の服装は，白のポロシャツに黒か紺のスラックス・白い靴でお願いします。水分は各自で
ご準備をお願いします。
（８） 競技役員の駐車場は，プール裏を使用してください。満車の場合は，第１駐車場を案内させていた
だくこともあります。駐車券を車のダッシュボードに置き，見えるようにしてください。また，係の指示に
従ってください。
（９） 大会当日，プログラムは５００円，ランキングは２００円で販売します。
（１０） コロナ禍の中，通常とは異なる大会運営となり，皆様のご協力をいただかないと大会が成り立ち
ません。選手たちが最高のパフォーマンスができるよう，選手，競技役員，大会役員，スイミングの先
生方，保護者方々のご協力の程，よろしくお願いします。
（１１） AED は，メインプールの監視室（救護室の隣）及び１F ロビー受付カウンター前に設置する。
（１２） J アラート警報時は大会を一時中断し，屋内において安全を確保する。警報が解除され次第，大
会を再開する。

１５．会場図 現段階での会場図です。大会当日までに変更になる場合があります。

２F 観客スタンド
座席は学校ごとに指定します。大会当日に受付で確認してください

１６．会場周辺図
交通アクセス
西鉄バス
「西市民プール」バス停から徒歩１分
「生松台入口」バス停から徒歩３分
「生の松原団地南」バス停から徒歩１０分

１７．実行委員会（主管：福岡地区）
実行委員会役職名
福岡市中学校体育連盟
理 事 長
福岡県中学校体育連盟
水泳競技専門部長
福岡市中学校体育連盟
水泳競技専門部長

氏

名

勤務校（住所）

勤務先電話番号

八重岡武士

TEL：09２－400-0004
FAX：092－400－0004

川上

TEL：092-521-1768
FAX： 092-521-1769

西山

福岡市西区愛宕浜1－32－1
福岡市姪浜中学校
福岡市中央区平和5－11－1
泰平
福岡市立平尾中学校
福岡市早良区原3－3－1
進
福岡市立高取中学校

TEL：092-８２１-５３６２
FAX： 092-８２１-５３６3

１８．前日準備
（１） ７月２６日（火）１３：００より県専門委員会を福岡市総合西市民プールにて行う。
（２） 前日準備について
日 時 令和 ４年 ７月 ２６日（火） 1５：００
場 所 福岡市立総合西市民プール 競技役員室
福岡市西区西の丘１丁目４番１号
※ 県専門委員，主管地区競技役員，福岡市の競技役員を中心に行う。

