
◇主　　　催　　　
◇後　　　援　　　広島県教育委員会・（財）広島県体育協会・広島市 

広島市教育委員会・（財）広島市スポーツ協会 
◇主　　　管　　　（ 
◇期　　　日　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇会　　　場　　　広島ビッグウェーブ（公認　50m　８コース)

　　　     　 広島市東区牛田新町1丁目８－３　　ＴＥＬ　082-222-1862　　
（１）県別対抗とする。 
（２）予選はタイムレース、決勝は８名とする。

　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　同順位の場合は、同得点を与える。

　　　総合得点が同じ場合は、次の順序により、順位を決定する。
　　①　リレーによる得点の多い県
　　②　入賞者が多い県
　　③　1位の数
　　④　2位の数　（以下　8位までこれにならう） 

◇競技種目
　　　　　　　　　【無差別の部】 
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◇参加規定　　 （１）資　格　選手は、2009年度（財）日本水泳連盟競技者登録完了者であること
　　　　　　　　　　（２）制　限　無差別の部　　　各県1種目　3名以内　　開催県のみ　4名以内　

　　　 ジュニアの部　 各県1種目　3名以内　　開催県のみ　4名以内
　　　 1名　2種目以内（リレーを除く） 

中国五県水泳連盟・中国新聞社 

◇競技方法　　　

（３）女子800m自由形、男子1500m自由形、各リレー種目はタイム決勝とする。 

（財）広島県水泳連盟
　競技開始 

10時30分 　競技開始 ２１日（日）

　　　　　　　　　　

メドレーリレー 
リレー 

個人メドレー 
バタフライ 

平泳ぎ 
背泳ぎ 
自由形 

（４）得点は、個人種目　1位：8点　2位：7点・・・・・・8位：1点とする。
　　       　

　　　　　リレー種目 1位：16点　2位：14点・・・5位：8点とする。

　　　　　　中国  新記録：30点

　リレー競技の第１泳者の記録もこれに順ずる。ただし、個人競技において
　　　新記録が樹立されていな場合に限る。

　　　　　　中国　学童新記録　中学新記録　高校新記録：20点
　　　大会新記録：10点 

リレー 
メドレーリレー 

バタフライ 
個人メドレー 

背泳ぎ 
平泳ぎ

　　　　　　　　 【ジュニアの部】 

自由形 

男　　子 女　　子 

大会コード　６００９７３２ 

第６１回　中国五県対抗水泳競技大会《競泳》 

男　　　　　　子 女　　　　　　子 

平成２１年６月２０日（土） 10時45分 開会式 11時15分 

(5) 順位得点とは別に、決勝競技の新記録に対し、ボーナス点を与える。



（注） Ａ と Ｂ の記載内容の整合性を確認すること。 
Ｂ はメールに添付して送付する。 
Ｃ は会長印を押印して郵送すること。 

◇競技順序 

1 2 ジュニア 女　男 50m 自由形 予選 55 56 無差別 女　男 400m 自由形 予選 

3 4 無差別 女　男 50m 自由形 予選 57 58 無差別 女　男 100m 背泳ぎ 予選 

5 6 ジュニア 女　男 100m 背泳ぎ 予選 59 60 無差別 女　男 100m バタフライ 予選 

7 8 無差別 女　男 200m 背泳ぎ 予選 61 62 ジュニア 女　男 100m 自由形 予選 

9 10 ジュニア 女　男 100m 平泳ぎ 予選 63 64 無差別 女　男 100m 自由形 予選 

11 12 無差別 女　男 200m 平泳ぎ 予選 65 66 無差別 女　男 200m 個人メドレー 予選 

13 14 ジュニア 女　男 100m バタフライ 予選 67 68 無差別 女　男 100m 平泳ぎ 予選 

15 16 無差別 女　男 200m バタフライ 予選 69 70 ジュニア 女　男 50m 背泳ぎ 予選 

17 18 ジュニア 女　男 200m 個人メドレー 予選 71 72 ジュニア 女　男 50m バタフライ 予選 

19 20 無差別 女　男 400m 個人メドレー 予選 73 74 ジュニア 女　男 50m 平泳ぎ 予選 

21 22 ジュニア 女　男 200m 自由形 予選 75 無差別 女 200m リレー 決勝 

23 24 無差別 女　男 200m 自由形 予選 76 無差別 　男 400m リレー 決勝 

25 無差別 女　 800m 自由形 決勝 77 78 無差別 女　男 400m 自由形 決勝 

26 27 無差別 女　男 50m 自由形 決勝 79 80 無差別 女　男 100m 背泳ぎ 決勝 

28 29 ジュニア 女　男 50m 自由形 決勝 81 82 無差別 女　男 100m バタフライ 決勝 

30 無差別 　 　男 1500m 自由形 決勝 83 84 ジュニア 女　男 100m 自由形 決勝 

31 32 ジュニア 女　男 100m 背泳ぎ 決勝 85 86 無差別 女　男 100m 自由形 決勝 

33 34 無差別 女　男 200m 背泳ぎ 決勝 87 88 無差別 女　男 200m 個人メドレー 決勝 

35 36 ジュニア 女　男 100m 平泳ぎ 決勝 89 90 無差別 女　男 100m 平泳ぎ 決勝 

37 38 無差別 女　男 200m 平泳ぎ 決勝 91 92 ジュニア 女　男 50m 背泳ぎ 決勝 

39 40 ジュニア 女　男 100m バタフライ 決勝 93 94 ジュニア 女　男 50m バタフライ 決勝 

41 42 無差別 女　男 200m バタフライ 決勝 95 96 ジュニア 女　男 50m 平泳ぎ 決勝 

43 44 ジュニア 女　男 200m 個人メドレー 決勝 97 98 ジュニア 女　男 200m リレー 決勝 

45 46 無差別 女　男 400m 個人メドレー 決勝 99 無差別 女 400m リレー 決勝 

47 48 ジュニア 女　男 200m 自由形 決勝 100 無差別 　男 800m リレー 決勝 

49 50 無差別 女　男 200m 自由形 決勝 

51 52 ジュニア 女　男 200m メドレーリレー 決勝 

53 54 無差別 女　男 400m メドレーリレー 決勝 

◇その他 

③　レース時の水泳帽の色は、（山口　紫）（広島　赤）（岡山　白）
　　（鳥取　緑）（島根　黄）でお願いします。 
④　宿泊申込については、別途連絡します。 

◇申込場所 
（財）広島県水泳連盟事務局　　　TEL　０８２－２４３－３１３４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　０８２－２４３－９８９７ 

◇申込〆切
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ－mail　　swim34@do3.enjoy.ne.jp 

〒７３０－００４７　　広島市中区平野町9番2号 

①　各県の責任者は、中学生以下の参加者には、保護者の同意書、健康診断書を提出
　　 させ、保管しておくこと。 
②　貴重品の管理は、各県・個人でお願いします。 

平成２１年５月２９日（金）　　必着 

団体　無差別・ジュニアとも、男子、女子および男女総合５位まで 
個人　各種目　３位まで 

◇表　　 彰 

１日目　　６月２０日（土） ２日目　６月２１日（日） 

◇申込方法 １．エントリー団体
　　各県単位でエントリーデータをとりまとめて申し込む。 
２．申込方法
　　①　Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーを行う。
　　　　 プログラム作成・宿泊申込のために、Ｅｘｃｅｌデータの提出を併用する。
　　②　提出物は以下の３つとする。 　
　　　　 Ａ　Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳエントリー（各県でまとめたもの）
　　　　 Ｂ　Ｅｘｃｅｌファイル『五県エントリー.xls』
　　　　 Ｃ　申込一覧表（Ｂを印刷したもの）…１部


