
第５６回 中国中学校水泳競技選手権大会要項 
                                                                                   

１ 目  的   本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広く水泳競技実践の機会を与え、 
技能の向上とアマチュアスポ－ツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学校生徒 
を育成するとともに、中学校生徒の相互の親睦をはかるものである。 

 
２ 主  催    中国中学校体育連盟    
 
３ 共  催  広島県教育委員会 
 
４ 主  管    広島県中学校体育連盟  広島市中学校体育連盟  （一財）広島県水泳連盟 
 
５  後  援  広島市教育委員会  広島県公立中学校校長会  広島県ＰＴＡ連合会  

(公財)広島県スポーツ協会  (公財)久保スポーツ振興基金  中国新聞社 
 
６ 会  期    令和４年８月３日（水）～５日（金） 
 
７ 種目・日程 開会式・閉会式は行わない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ※リレーの申込が 10チーム以上の場合は、リレ－種目の予選を最初に行う。 
            ※女子 800ｍと男子 1500mは、予選を行わない。 
            ※女子 800m、男子 1500m、リレー種目は単純、その他の競技は平均分けとする。 
 
８ 会  場   ひろしんビッグウェーブ（広島市総合屋内プール）（公認５０ｍ×１０レーン）                     

〒732-0068 広島市東区牛田新町一丁目８番３号 ℡082-222-1862 
 
９ 参加資格 （１） 参加者は、各県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法第１条にもと 

づく当該中学校生徒であること。 
              （２） 年齢は平成１９年４月２日以降に生まれた者に限る。 
              （３） 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、各県 

中学校体育連盟を通して（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。 
              （４） 学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各県中学校体育連盟 

の予選会に参加を認められた生徒であること。 
参加資格を得た各種学校は別に定める条件を具備すること。 

詳細は「令和４年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」 

を参照のこと。 
              （５） 各県中学校体育連盟主催の競技大会において、中国大会参加資格を得たチ－ム 

または個人とする。 
              （６） チ－ム編成は、一校単位で編成されたものとする。 
        （７） 夏季大会に限り、同一年度内の参加は全種目を通じて１人１回とする。 
        （８） 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。 
          なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 
           （※１→ここでいう部活動指導員は、学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者） 

              （９） 中国中学校選手権大会では外部指導者（コーチ）を１校・１チーム１名おくこ
とができる。外部指導者（コーチ）は、出場校の校長が認めた者とし、所定の
「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）」に必要事項を記入し、大会事務
局に参加申込時に提出する。ただし、当該校以外の中学校教職員は外部指導者
（コーチ）にはなれない。また、同一人が複数校の外部指導者にはなれない。 

８月４日  10:00～16:30  ８月５日   9:00～12:50 

  女   800m  自 由 形 
 男   1500m  自 由 形 
  女男   50m  自 由  形 
女男  400m  個人ﾒﾄﾞﾚ- 
女男  200m  背 泳 ぎ 

  女男  200m  自 由 形 
  女男  200m  バタフライ 
  女男  200m  平 泳 ぎ 
  女男  400m  リ レ  － 

  女男 400m  自 由 形 
  女男 200m  個人ﾒﾄﾞﾚ-  
  女男 100m  背 泳 ぎ 
  女男 100m  平 泳 ぎ 
 女男 100m  バタフライ 
 女男 100m  自 由 形    
  女男 400m メドレーリレ－ 
 
 



              （10）  中国中学校選手権大会の個人競技の参加について校長・教員・部活動指導員が
引率できず校長がやむを得ないと判断した場合に限り、「中国中学校選手権大会
引率規則」により、校長が引率者として承認した外部指導者の引率を認める。そ
の際には、所定の書類を実行委員会に提出すること。 

       （11） 本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者
（コーチ）、トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等
により、任命権者または学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることと
している。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお外部の指導者
は校長から暴力等に対する指導処置を受けていないこととする。 

       （12）  個人情報の取り扱い（利用目的） 
大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、中国中学校体育連盟個人

情報保護方針・規程に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。 
取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編     
成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表（記録集）等、その他競技運営及 
び競技に必要な連絡等に利用する。 

 
10 大会負担金（１） 登録選手１人につき２，０００円とする。 
       （２） 納入方法は、各県中体連事務局の指示による。 
       （３） 参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、負担金の返金は行わない。 
 
11 参加制限  （１） 個人種目は、１名２種目以内。１県１種目３名以内（同着の場合はすべて出場 

できる）。 
県予選会において４位以下でも全国大会標準録突破者は出場できる。 

              （２） 申込までに上位３名の中でやむをえない事情により参加できないときは、次の 
順位者が出場できる。 

              （３） リレ－種目は①１県１校（開催県は２校）とする。ただし、②全国大会標準記 
録突破校も出場できる。③個人種目出場者だけでチ－ムが 編成できる学校の出 
場を認める。(①②は２名までの補員を認めるが、③は認めない) 

 
12 競技規則    ２０２２年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則による。 
 
13 競技方法  （１） 男女別学校対抗とする。 
              （２） 各種目とも予選はタイムレ－スで行う。（ただし、女子 800m、男子 1500mにお 

いては予選を行わず、決勝タイムレースとする。） 
        （３）  決勝は、予選の結果上位 10名が出場できる。ただし、棄権者が出た場合は 

次点上位より順次出場権を与える。10名の枠を超える場合は、抽選を行う。 
 
14 優勝校の決定方法（総合順位決定方法）     
           種目ごとに１位８点、２位７点、・・・、８位１点（ただし、リレ－種目は、 
           １位１６点、２位１４点、・・・、８位２点）とし、総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－による得点が多い学校 
       （２） 入賞者数の多い学校（ただし、リレ－は４人とする。） 
          （３） １位の数の多い学校 
          （４） ２位の数の多い学校（８位までこれにならう） 
 
15 表  彰 （１） 男女別優勝校に優勝旗を授与する。 
       （２） 団体１～３位までの学校に中国中学校体育連盟より賞状を授与する。 
           （学校対抗は１枚、リレ－種目は５枚） 
       （３） 個人１～８位までの選手に中国中学校体育連盟より賞状を授与する。 
       （４） 前年度優勝校に対しては、優勝旗返還時にレプリカを贈呈する。 
 
16 参加申込 （１） 提出用紙 
            ①学校申込書（校長印押印）           １部 

（リレ－のみに出場する者、およびリレ－の補員も必ず記入する） 

            ②外部指導者確認書（様式１）（校長印押印）   １部（該当校のみ） 
            ③引率者・監督者報告書（様式２）（校長印押印）１部（該当校のみ） 
 



            ④競技会申し込み（エントリー）一覧       １部 
            ⑤競技会申し込み（エントリーTIME）一覧       １部    webから印刷 
            ⑥競技会申し込み（リレー）一覧（該当校のみ）  １部 
            ⑦全国大会標準記録突破一覧表         １部 
             ⑧県予選会８位表            男女各１部 
             ⑨県予選会の結果デ－タ（バックアップデータ）を下記アドレスにメールに                    

て送る。 
       （２） 提出方法・期限 
            各出場校（提出書類①②③④⑤⑥：ただし、②③⑥は該当校） 
             各出場校は、Web-SWMSYSでの大会エントリーを行い、上記提出書類の④～                    

⑥をプリントアウトし、①②③と一緒に各県の示す「申込先・期限」に従 
って提出する。 

            （注：エントリーの際、TIMEは県予選会の決勝記録または全国大会標準記録を
突破した記録を入力。） 

                       各県専門委員長（提出書類①②③⑦⑧⑨）（④～⑥は各県で保管） 
             各県専門委員長は、県予選会終了後、速やかに⑦～⑨を下記申込先へメー 
             ルに添付して送信【７月２５日（月）正午必着】するとともに、とりまと 

めた書類（①～③）を下記申込先へ速達書留にて郵送【７月２８日（木） 
正午必着】する。 
※気象条件等により予選会を順延した場合には、申込期限は上記の限りで 
 はない。広島県広島市南区霞一丁目 3-30 

              （３） 申込場所  広島市立段原中学校    柴野 博嗣 宛 
                               〒734-0037  広島県広島市南区霞一丁目３－３０ 
                 TEL 082-281-9171      FAX  082-288-7141 
                 メールアドレス shibano001@e.city.hiroshima.jp 
              ※各学校が直接申込場所に送付しないこと。 
 
17 会  議 （１） 専門委員長会議   

           ８月３日（水）14：30～16：00   ひろしんビッグウェーブ 会議室 

〒732-0068 広島市東区牛田新町一丁目８番３号 ℡082-222-1862 

（２） 各県代表者会議  （各県 3名） 

         ８月３日（水）16：00～17：00      ひろしんビッグウェーブ 会議室 

〒732-0068 広島市東区牛田新町一丁目８番３号 ℡082-222-1862 
 
18 宿  泊    大会出場者（登録選手および引率者）は、必ず大会実行委員会を通じて宿泊申し込み 

を行うこと。大会中の連絡等については宿舎を通じて行い、宿泊しない学校について 
は学校に連絡する。詳細は、別紙宿泊要項参照のこと。 

 
19 そ の 他 （１） 競技中の疾病、傷害については、応急処置をする。 
       （２） ８月３日（水）１３：００より、本プールでの練習を許可する。 

      （３） 天候等の関係で競技方法の変更もあり得る。 
      （４） 万が一、大会が会期内に全く開催できない場合は、別日程は設けず中止とす 

る。（詳細は「令和４年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」による）  
（５） 万が一、大会が中止となった場合は、大会負担金は返金する。ただし、全額 

         返金できない場合がある。 
         （詳細は「令和４年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」による） 

  （６） 本大会は別添「令和４年度 中国中学校体育連盟 中国中学校選手権大会 
実施上のＣＯＶＩＤ―１９感染拡大予防ガイドライン」に従って開催する。 

 
20  連 絡 先    各学校は必ず各県の専門委員長を通し、専門委員長から以下へ連絡すること。 
              大会開催前 広島市立二葉中学校内 今津 賢太郎 宛 

〒７３２－００５２  広島市東区光町二丁目１５－８ 
   ＴＥＬ：０８２－２６２－０３９６  ＦＡＸ：０８２-２６２-３３８０ 
大会開催中 ひろしんビッグウェーブ（広島市総合屋内プール） 今津 賢太郎 宛 

〒７３２－００６８  広島市東区牛田新町一丁目８番３号 
   ＴＥＬ：０８２－２２２－１８６２  ＦＡＸ：０８２-２６２-１８６１ 


