
１． 日　　　程 平成２４年７月２９日(日） 8:30 監督者会議
9:00 開　 会　 式
9:15 競 技 開 始

２． 会　　　場 酒田市光ケ丘プール 酒田市光ケ丘3-1-70(屋外プール　５０ｍ　９コース）

３． 競技種目
（１） 成年 自由形 50m/100m/400m （１） 成年 自由形 50m/100m/400m

平泳ぎ 100m 平泳ぎ 100m
バタフライ 100m バタフライ 100m
背泳ぎ 100m 背泳ぎ 100m
個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m

（２） A 自由形 50m/100m/400m （２） A 自由形 50m/100m/400m
高２ 平泳ぎ 200m 高２ 平泳ぎ 200m
～ バタフライ 200m ～ バタフライ 200m
高３ 背泳ぎ 200m 高３ 背泳ぎ 200m

個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m
Ｂ 自由形 50m/100m/400m Ｂ 自由形 50m/100m/400m
中３ 平泳ぎ 100m 中３ 平泳ぎ 100m
～ バタフライ 100m ～ バタフライ 100m
高１ 背泳ぎ 100m 高１ 背泳ぎ 100m

個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m

４． 競技規則 平成２４年度日本水泳連盟規則による。

５． 参加資格 (1) 平成２４年度日本水泳連盟の競技者登録を完了している者。
但し、学生・生徒については学校長の出場認知を受けたものであること。

(2)  （1）の外(公財)日本体育協会および(公財）日本水泳連盟が定めた国体出場
に関する諸規則を遵守する者。

(3) 参加する選手は健康診断を受け、健康である事を証明された者。
なお、健康保険証は持参すること。

６． 出場制限 1人　2種目以内

７． 表　　　彰 優勝者には優勝メダルを授与し、3位まで表彰する。

８． 競技方法 (1) 出場申込み数によっては成年・少年同レースで泳ぐ場合がある。
(2) 予選レース終了後に決勝レースを行う。
(3) 参加者が９名以内の種目は決勝レースのプログラムで行う。

９． 参加申込 申込締切日 ７月４日(水）　必着

②高校生については、ＷＥＢ上の印刷と一緒に高体連水泳専門部指定の申込み

　 一覧表（２部）と一緒に参加料を添えて書留で大会事務局に送付すること。

１０． 参加料等 本大会に参加する監督・選手は、次の参加料等を申込書と同時に水泳競技
事務局に書留で送金すること。

成年　参加料１，５００円 少年　１，０００円
成年　大会運営費　１，０００円 少年　大会運営費　１，０００円
成年計　　　２，５００円 少年計　２，０００円

但し、少年種別の監督は少年扱いとする。少年の監督と成年の選手を兼ねる
場合は、成年選手参加料とする。
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①　日本水泳連盟のWEBによるエントリーでお願いします。

   尚、詳細の登録方法については県水盟のHP、http://yamagatasim.town-web.net/

   によるWEBによる水泳競技エントリー方法 をご覧ください。

③中学生の認知書は「様式１」を作成して送付すること。

第６７回国民体育大会山形県予選会水泳競技大会実施要項
（兼第３９回東北総合体育大会山形県予選会水泳競技大会）
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１１． 宿泊申込 宿泊希望は別紙により３部作成し、参加申込みと同時に申し込むこと。
以下は宿泊要項による。

(１)宿泊予納金を参加料と一緒に書留で送金。　（２）弁当は宿泊先で申込み。

１２． 監督会議 ７月２９日(日)　午前８時３０分　酒田市光ケ丘プール　屋外プール監視室

１３． 申込先 参加申込・宿泊申込とも、下記に申し込むこと。
〒９９８－００６１ 酒田市光ケ丘３―１―７０　　酒田市光ケ丘プール

酒田水泳教室内　国体予選会水泳競技大会事務局　宛

１４． 問合せ先 酒田水泳連盟　　事務局長　和田　篤　　　　
(職場）　　酒田市役所国保年金課　
（携帯） 090（7794）7388

１５． その他 (1) 前日、２８日（土）のプール使用は、午後1時から5時までとする。
(2) 当日、２９日（日）の開門は、午前7時とする。
(3) 本大会に参加する各クラブから、引率コーチ１名を「競技役員」として

ご協力をお願いします。（氏名は、参加申込書に記載）
(4) エントリー確認は、酒田水泳連盟ホームページよりできます。

エントリー確認期間　7月６日～７日迄と致します。
ホームページアドレス　http://www2.ocn.ne.jp/~sakasui2/

１６． 大会コード

「様式①」
（中学生の出場認知書様式） 平成２４年　　月　　日

第６７回国民体育大会「水泳競技」山形県予選会　　出場認知書

下記の者を標記大会に出場することを認知します。

生徒氏名 （学年）
1 （　　　学年）
2 （　　　学年）
3 （　　　学年）

学校名
校長名 印

１． 少年女子B 　５０ｍ自由形 ２２． 少年男子Ａ ２００ｍ背泳ぎ

２． 少年女子Ａ 　５０ｍ自由形 ２３． 成年女子 １００ｍ背泳ぎ

３． 少年男子Ｂ 　５０ｍ自由形 ２４． 成年男子 １００ｍ背泳ぎ

４． 少年男子Ａ 　５０ｍ自由形 ２５． 少年女子B １００ｍバタフライ

５． 成年女子 　５０ｍ自由形 ２６． 少年女子Ａ ２００ｍバタフライ

６． 成年男子 　５０ｍ自由形 ２７． 少年男子Ｂ １００ｍバタフライ

７． 少年女子B ２００ｍ個人メドレー ２８． 少年男子Ａ ２００ｍバタフライ

８． 少年女子Ａ ４００ｍ個人メドレー ２９． 成年女子 １００ｍバタフライ

９． 少年男子Ｂ ２００ｍ個人メドレー ３０． 成年男子 １００ｍバタフライ

１０． 少年男子Ａ ４００ｍ個人メドレー ３１． 少年女子B １００ｍ平泳ぎ

１１． 成年女子 ２００ｍ個人メドレー ３２． 少年女子Ａ ２００ｍ平泳ぎ

１２． 成年男子 ２００ｍ個人メドレー ３３． 少年男子Ｂ １００ｍ平泳ぎ

１３． 少年女子B ４００ｍ自由形 ３４． 少年男子Ａ ２００ｍ平泳ぎ

１４． 少年女子Ａ ４００ｍ自由形 ３５． 成年女子 １００ｍ平泳ぎ

１５． 少年男子Ｂ ４００ｍ自由形 ３６． 成年男子 １００ｍ平泳ぎ

１６． 少年男子Ａ ４００ｍ自由形 ３７． 少年女子B １００ｍ自由形

１７． 成年女子 ４００ｍ自由形 ３８． 少年女子Ａ １００ｍ自由形

１８． 成年男子 ４００ｍ自由形 ３９． 少年男子Ｂ １００ｍ自由形

１９． 少年女子B １００ｍ背泳ぎ ４０． 少年男子Ａ １００ｍ自由形

２０． 少年女子Ａ ２００ｍ背泳ぎ ４１． 成年女子 １００ｍ自由形

２１． 少年男子Ｂ １００ｍ背泳ぎ ４２． 成年男子 １００ｍ自由形

競技順序
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