
　　　　　　　　　（兼第４１回東北総合体育大会山形県予選会水泳競技大会）　　【大会コード0614607】

1． 主　　　催 （公財）山形県体育協会、山形県教育委員会、山形県高等学校体育連盟　　
山形県中学校体育連盟、米沢市、米沢市教育委員会

2． 主　　　管 山形県水泳連盟、米沢水泳連盟

3． 期　　　日 平成26年7月27日（日曜日）

4． 日　　　程

5． 会　　　場 米沢市営プール 〒992-0047 米沢市徳町333　　(屋外プール　50ｍ　9コース）

6． 競技種目
自由形 50m/100m/400m 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

自由形 50m/100m/400m 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
自由形 50m/100m/400m 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

7． 競技規則 平成26年度日本水泳連盟規則による。

8． 参加資格 (1) 平成26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) 少年Ａに参加する選手は、平成8年4月2日以降、平成11年4月1日までに生まれた者。
(4) 少年Ｂに参加する選手は,平成10年4月2日以降、平成12年4月1日までに生まれた者。
(5) 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。

9． 出場制限 1人　2種目以内

10． 表　　　彰 優勝者には優勝メダルを授与し、3位まで表彰する。

11． 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。

（当日棄権により9名以内となった場合でも予選レースは行なう。）

12． 参加申込 申込締切日 7月2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。

③中学生は認知書【中学生の出場認知書様式①】を作成して送付すること。

13． 参加料 本大会に参加する監督・選手は、次の参加料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　２，５００円（参加費1,500円＋大会運営費1,000円）
○少年　２，０００円（参加費1,000円＋大会運営費1,000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。

第６９回国民体育大会山形県予選会水泳競技大会実施要項　
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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/

   によるウエーブによる水泳競技エントリー方法 をご覧ください。
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14． 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。　※弁当は宿泊予約時に一緒に申し込みください

15． 監督会議 7月27日(日)　午前8時30分　米沢市営プール会議室

16． 申込先 参加申込・宿泊申込とも、下記に申し込むこと。
〒992－0047 　　米沢市徳町333 　米沢市営プール内　　℡　0238-24-5833

17． 問合せ先 米沢水泳連盟　　高橋　稔　　　　
メール  yoneswim@yahoo.co.ｊｐ
電話番号（携帯）  090-4882-3336

18． その他 (1) 前日、26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、27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、県水連HPにより、7/5～7/6迄とします。

1． 少年女子B 　５０ｍ自由形 15． 少年男子Ｂ １００ｍ背泳ぎ

2． 少年女子Ａ 　５０ｍ自由形 16． 少年男子Ａ ２００ｍ背泳ぎ

3． 少年男子Ｂ 　５０ｍ自由形 17． 少年女子B １００ｍバタフライ

4． 少年男子Ａ 　５０ｍ自由形 18． 少年女子Ａ ２００ｍバタフライ

5． 少年女子B ２００ｍ個人メドレー 19． 少年男子Ｂ １００ｍバタフライ

6． 少年女子Ａ ４００ｍ個人メドレー 20． 少年男子Ａ ２００ｍバタフライ

7． 少年男子Ｂ ２００ｍ個人メドレー 21． 少年女子B １００ｍ平泳ぎ

8． 少年男子Ａ ４００ｍ個人メドレー 22． 少年女子Ａ ２００ｍ平泳ぎ

9． 少年女子B ４００ｍ自由形 23． 少年男子Ｂ １００ｍ平泳ぎ

10． 少年女子Ａ ４００ｍ自由形 24． 少年男子Ａ ２００ｍ平泳ぎ

11． 少年男子Ｂ ４００ｍ自由形 25． 少年女子B １００ｍ自由形

12． 少年男子Ａ ４００ｍ自由形 26． 少年女子Ａ １００ｍ自由形

13． 少年女子B １００ｍ背泳ぎ 27． 少年男子Ｂ １００ｍ自由形

14． 少年女子Ａ ２００ｍ背泳ぎ 28． 少年男子Ａ １００ｍ自由形

1． 成年女子 　５０ｍ自由形 8． 成年男子 １００ｍ背泳ぎ

2． 成年男子 　５０ｍ自由形 9． 成年女子 １００ｍバタフライ

3． 成年女子 ２００ｍ個人メドレー 10． 成年男子 １００ｍバタフライ

4． 成年男子 ２００ｍ個人メドレー 11． 成年女子 １００ｍ平泳ぎ

5． 成年女子 ４００ｍ自由形 12． 成年男子 １００ｍ平泳ぎ

6． 成年男子 ４００ｍ自由形 13． 成年女子 １００ｍ自由形

7． 成年女子 １００ｍ背泳ぎ 14． 成年男子 １００ｍ自由形

【中学生の出場認知書様式①】
平成２６年　　月　　日

第６９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

※成年の部の競技は、少年の部の予選レース終了後、11時～13時頃にまとめて行ないます。また、競技順序は

　　　　　エントリー種目により前後する場合があります。

国体予選会水泳競技大会事務局　宛

少年の部　競技順序

成年の部　競技順序


