
 
 
 
 
 

◇趣  旨  本県を代表して国民体育大会の少年種別に出場する選手選考の対象大会とするもので       
ある。 

 
◇主  催  岩手県 岩手県教育委員会 (公財)岩手県体育協会  
 
◇共  援  岩手県高等学校体育連盟 岩手県中学校体育連盟 盛岡市 (公財)盛岡市体育協会 
 
◇主  管  岩手県水泳連盟 NPO 法人盛岡市水泳協会 
 
◇期  日  平成２９年５月２７日（土）５月２８日（日） 
 
◇場  所  盛岡市立総合プール（盛岡市本宮５－３－１）５０ｍ×９レーン（予選） 
                            ５０ｍ×８レーン（決勝）  
◇日  程 

 
 

第 １ 日 目 第 ２ 日 目 
メインプール メインプール 

選手開門     7時00分（１階入口）先行入場6時50分 7時00分（１階入口） 
一般観覧者開門 7時10分（２階入口） 7時10分（２階入口） 
ウォーミングアップ 7時10分～8時25分 7時10分～8時45分 
競技役員会議 
監督者会議 

8時00分 8時00分 

開 会 式 8時30分 － 
競技開始     9時00分 9時00分 
閉 会 式 － 競技終了後 

 
◇競技方法   
（１）競技は平成２９年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則により行う。 
（２）競技は男女別および種目別に行う。 
（３）女子 800m 自由形，男子 1500m 自由形およびリレー種目はタイムレース決勝とし，それ以外の種目

は予選・決勝を行う。決勝は予選の結果上位８名が出場できる。ただし棄権者が出た場合は，次点
上位より順位出場権を与える。 

（４）決勝進出について，同記録で予定人員を超えた場合は，抽選によって決定する。 
 
◇予選班組 
（１）予選班組はエントリータイムに基づき，単純方式とする。この際のエントリータイムについては短

水路記録，長水路記録それぞれのタイムを認める。 
 
◇競技種目（無差別）自 由 形  50m 100m 200m 400m 女子 800m 男子 1500m 
          背 泳 ぎ  50m 100m 200m 
          平 泳 ぎ  50m 100m 200m 
          バタフライ   50m 100m 200m 
          個人メドレー 200m 400m 
          フリーリレー 200m 400m  800m 
          メドレーリレー        200m 400m 
     （学 童）自 由 形  50m 100m   個人メドレー 200m 
          背 泳 ぎ  50m 100m   フリーリレー 200m 
          平 泳 ぎ  50m 100m   メドレーリレー        200m 
                    バタフライ  50m 100m 
◇競技順序  別表の通り 
 
◇申込規程 
（１）資格 
 ①出場選手は，２０１７年度(公財)日本水泳連盟競技者登録完了者であること。 
 ②選手が所属する団体は２０１７年度(公財)日本水泳連盟団体登録を完了していること。 
 ③過去の公式・公認および未公認大会において，別表の本大会標準記録を突破（同タイムも認める）し

た種目に限り申込ができる。 
 ④標準記録突破は短水路および長水路それぞれの記録を認める。 
 ⑤学童の部に出場する選手で，無差別種目に申し込むことを認める。ただし，この場合，本大会標準記
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録を突破（同タイムも認める）した種目に限る。※注エントリーの際にクラスコード「０２」をチェック
すること。 

 ⑥200m 以上の競技に出場する選手の中で本大会標準記録から著しく遅れた選手については途中で競技
を中止させることがある。 

（２）出場制限 出場種目数に制限はしない。 
（３）申込金  個人種目 １種目  1,000 円   リレー種目１チーム 2,000 円 
（４）申込方法 
 ①Web 版 SWMSYS により必要事項を入力し，申込を行うこと。 
 ②Web 版 SWMSYS に入力後，「競技会申込（エントリー）一覧」「競技会申込（エントリータイム）

一覧」「競技会（リレー）一覧」を印刷し，郵送すること。 
 ③郵便振替で申込金を振り込んだ後，振込用紙右側の受領証を参加申込書（所定用紙）に貼り付け郵送

すること。※振込受領書はコピーでも可 
 ④申込金は振込用紙通信欄に大会名「県選手権」と明記すること。 
 ⑤申込締切 平成２９年４月２８日（金）必着 
 ⑥リレーのみに出場する選手も Web 版 SWMSYS に入力すること。 

※リレーコードは次の通りとする。無差別「０２」学童の部出場チーム「０１」とする。 
（５）県外の団体の出場を認める。その場合は予選のみとするが、（国体に岩手県参加資格のある選手は、

決勝参加を認める）タイムレース決勝の場合は参加できるが順位からは除外する。また、チーム協賛
金として 1 団体 5,000 円を徴収する。（競技役員を帯同する場合は免除する） 

（６）出場する団体は、１名以上の日水連有資格者の競技役員協力を出場の条件とする。 
 
《申込必要書類》 
 a 参加申込書（所定の用紙に振込用紙右側の受領証を添付すること） 
  b  競技会申込（エントリー）一覧 ※Web版SWMSYSより印刷したもの 
 c 競技会申込（エントリータイム）一覧 ※Web版SWMSYSより印刷したもの 
 d 競技会申込（リレー）一覧      ※Web版SWMSYSより印刷したもの 
  e  申込金（振り込んだ後，受領証をaに貼付すること） 
 
《郵送先》 
 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園１－６－３ 樋下ビル３F 岩手県水泳連盟 
  岩手県選手権大会事務局 宛   ０１９－６２４－７５５０ 
 
《振込先》 
 郵便振込 口座番号０２３５０－７－９２６５ （加入者名 岩手県水泳連盟） 
  ※通信欄には大会名「県選手権」とご記入下さい。 
 
《お問い合わせ》ＦＡＸにて受付後、対応いたします。 
  岩手県水泳連盟 FAX０１９－６２４－７５２５ 
 

 
◇表  彰 
（１）各種目上位 3 名に賞状を授与する。 
（２）優秀選手賞 男女各 1 名に授与する。学童の部男女各 1 名に授与する。計 4 名。 
（３）佐々木猛杯・・・男女 100m 自由形の選手権獲得者にそれぞれ授与する。計 2 名 
（４）瀬川政雄杯・・・男女 400m 自由形の選手権獲得者にそれぞれ授与する。計 2 名 
（５）表彰式は行わない。優秀選手賞，佐々木杯，瀬川杯の授与については閉会式で行う。 
（６）岩手県記録，岩手県高校記録，岩手県中学記録，岩手県学童記録を更新した場合、新記録証の授与

を行う。 
 
◇棄権の届出 
（１）予選競技の棄権については所定の用紙に必要事項を記入の上，速やかに招集所に提出すること。決

勝競技の棄権の場合は所定の用紙と棄権料（5,000 円）を添えて速やかに招集所に提出すること。 
 
◇その他 
（１）怪我などについては大会事務局において応急処置はするが，その後の医療処置については各団体で

対応をすること。（傷害保険などの対応なども大会事務局では行いません） 
（２）参加者は１名につき１部プログラムを購入すること。（事前申込１部５００円 当日８００円） 
（３）宿泊については各チームで手配すること。 
（４）弁当・・・大会当日の弁当については１食７００円（飲物付）で斡旋する。希望の団体は参加申込

書に記入し，代金を申込金とともにまとめて振り込むこと。 
    ※斡旋した弁当カラ容器等の処理は大会事務局が指定した取り扱い業者が行い，その他市販の弁

当カラ等のごみに関しては各自持ち帰りとなります。 
 



種目 距離 男子 女子 種目 距離 男子 女子

自由形 50 35.8 38.2 個人メドレー 200 2:33.9 2:42.3

100 1:05.7 1:09.3 400 5:27.4 5:41.5

200 2:17.7 2:24.3 リレー 200 2:23.2 2:32.8

400 4:51.6 4:58.2 400 4:22.8 4:37.2

800 － 9:59.4 800 9:10.8 －

1500 18:43.6 － メドレーリレー 200 2:37.7 2:49.0

背泳ぎ 50 39.5 42.3 400 4:49.2 5:06.6

100 1:12.1 1:15.8 ※記録は長水路・短水路を問わない。

200 2:31.1 2:37.6 ※同タイムは突破と見なす。

平泳ぎ 50 44.2 47.7

100 1:20.7 1:26.2 　ている選手は途中で競技を終了させることがある。

200 2:47.1 2:57.6

バタフライ 50 38.2 40.8

100 1:10.7 1:15.3

200 2:31.1 2:39.4

学童の部

種目 距離 男子 女子 種目 距離 男子 女子

自由形 50 43.6 43.6 個人メドレー 200 3:16.2 3:16.2

100 1:21.5 1:21.5 リレー 200 2:54.4 2:54.4

背泳ぎ 50 48.2 48.2 メドレーリレー 200 3:12.5 3:12.5

100 1:29.9 1:29.9 ※記録は長水路・短水路を問わない。

平泳ぎ 50 54.1 54.1 ※同タイムは突破と見なす。

100 1:41.5 1:41.5

バタフライ 50 46.6 46.6

100 1:27.8 1:27.8

岩手県選手権参加標準記録

※200m以上の種目において著しく標準記録から遅れ



1 学童 女子 200m 個人メドレー 予選 68 女子 400m 個人メドレー 予選
2 学童 男子 200m 個人メドレー 予選 69 男子 400m 個人メドレー 予選
3 女子 200m 個人メドレー 予選 70 学童 女子 100m 自由形 予選
4 男子 200m 個人メドレー 予選 71 学童 男子 100m 自由形 予選
5 女子 200m 背泳ぎ 予選 72 女子 100m 自由形 予選
6 男子 200m 背泳ぎ 予選 73 男子 100m 自由形 予選
7 学童 女子    50m バタフライ 予選 74 学童 女子 100m 平泳ぎ 予選
8 学童 男子 50m バタフライ 予選 75 学童 男子 100m 平泳ぎ 予選
9 女子 50m バタフライ 予選 76 女子 100m 平泳ぎ 予選

10 男子 50m バタフライ 予選 77 男子 100m 平泳ぎ 予選
11 女子 200m 自由形 予選 78 学童 女子 100m バタフライ 予選
12 男子 200m 自由形 予選 79 学童 男子 100m バタフライ 予選
13 学童 女子 50m 平泳ぎ 予選 80 女子 100m バタフライ 予選
14 学童 男子 50m 平泳ぎ 予選 81 男子 100m バタフライ 予選
15 女子 50m 平泳ぎ 予選 82 学童 女子 100m 背泳ぎ 予選
16 男子 50m 平泳ぎ 予選 83 学童 男子 100m 背泳ぎ 予選
17 女子 200m バタフライ 予選 84 女子 100m 背泳ぎ 予選
18 男子 200m バタフライ 予選 85 男子 100m 背泳ぎ 予選
19 学童 女子 50m 背泳ぎ 予選 86 女子 200m メドレーリレー タイムレース決勝

20 学童 男子 50m 背泳ぎ 予選 87 男子 200m メドレーリレー タイムレース決勝

21 女子 50m 背泳ぎ 予選
22 男子 50m 背泳ぎ 予選 88 女子 800m 自由形 タイムレース決勝

23 女子 200m 平泳ぎ 予選 89 男子 1500m 自由形 タイムレース決勝

24 男子 200m 平泳ぎ 予選 90 女子 400m 個人メドレー 決勝
25 学童 女子 50m 自由形 予選 91 男子 400m 個人メドレー 決勝
26 学童 男子 50m 自由形 予選 92 学童 女子 100m 自由形 決勝
27 女子 50m 自由形 予選 93 学童 男子 100m 自由形 決勝
28 男子 50m 自由形 予選 94 女子 100m 自由形 決勝
29 女子 400m 自由形 予選 95 男子 100m 自由形 決勝
30 男子 400m 自由形 予選 96 学童 女子 100m 平泳ぎ 決勝
31 女子 200m リレー タイムレース決勝 97 学童 男子 100m 平泳ぎ 決勝
32 男子 200m リレー タイムレース決勝 98 女子 100m 平泳ぎ 決勝

99 男子 100m 平泳ぎ 決勝
33 男子 400m メドレーリレー タイムレース決勝 100 学童 女子 100m バタフライ 決勝
34 学童 女子 200m 個人メドレー 決勝 101 学童 男子 100m バタフライ 決勝
35 学童 男子 200m 個人メドレー 決勝 102 女子 100m バタフライ 決勝
36 女子 200m 個人メドレー 決勝 103 男子 100m バタフライ 決勝
37 男子 200m 個人メドレー 決勝 104 学童 女子 100m 背泳ぎ 決勝
38 女子 200m 背泳ぎ 決勝 105 学童 男子 100m 背泳ぎ 決勝
39 男子 200m 背泳ぎ 決勝 106 女子 100m 背泳ぎ 決勝
40 学童 女子 50m バタフライ 決勝 107 男子 100m 背泳ぎ 決勝
41 学童 男子 50m バタフライ 決勝
42 女子 50m バタフライ 決勝 108 学童 女子 200m リレー タイムレース決勝

43 男子 50m バタフライ 決勝 109 学童 男子 200m リレー タイムレース決勝

44 女子 200m 自由形 決勝 110 女子 400m リレー タイムレース決勝

45 男子 200m 自由形 決勝 111 男子 800m リレー タイムレース決勝

46 学童 女子 50m 平泳ぎ 決勝
47 学童 男子 50m 平泳ぎ 決勝
48 女子 50m 平泳ぎ 決勝
49 男子 50m 平泳ぎ 決勝
50 女子 200m バタフライ 決勝
51 男子 200m バタフライ 決勝
52 学童 女子 50m 背泳ぎ 決勝
53 学童 男子 50m 背泳ぎ 決勝
54 女子 50m 背泳ぎ 決勝
55 男子 50m 背泳ぎ 決勝
56 女子 200m 平泳ぎ 決勝
57 男子 200m 平泳ぎ 決勝
58 学童 女子 50m 自由形 決勝
59 学童 男子 50m 自由形 決勝
60 女子 50m 自由形 決勝
61 男子 50m 自由形 決勝
62 女子 400m 自由形 決勝
63 男子 400m 自由形 決勝

64 学童 女子 200m メドレーリレー タイムレース決勝

65 学童 男子 200m メドレーリレー タイムレース決勝

66 女子 400m メドレーリレー タイムレース決勝

67 男子 400m リレー タイムレース決勝
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