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第７4回県民体育大会水泳競技大会実施要項

午前７時１０分

申込方法 １人４種目以内とする。ただし、リレー種目は除く。

リレー種目は、１団体１チームまでとする。

申込みはＷｅｂ－Ｓｗｍｓｙｓにてエントリー手続きを行って下さい。

大会コードＮｏ．４７２２７０７

申込期日

入力後、集計をクリックして集計を行って下さい。

５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ

５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ

５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ

平　泳　ぎ

背　泳　ぎ

バタフライ

２００ｍ・４００ｍ

２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ

２００ｍ・４００ｍ

個人メドレー

フリーリレー

メドレーリレー

競技会場

競技規定

（繰り上げない）。

参加制限

競技方法

競技種目

距　　　　離

５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ

種　　　目 

自　由　形

 第 ７7 回 国 民 体 育 大 会　沖 縄 県 予 選 会

２０２２年度日本水泳連盟規約(競技規則)による。

２０２２年度日本水泳連盟競技者登録を完了したものに限る。

参加標準記録は設定しない

中学生以上とする。（児童・小学生の参加は認めない）

予選会も含め複数の市郡から同時に参加する事はできない。

予選は各種目とも、タイムレースで行う。出場者が８名以下の場合でも予選を行う

各種目男女共通で行う。

男女共通　

決勝進出において、８位が同記録で定員より増加した場合は、スイムオフは行わず

決勝進出者に棄権が出たときは、次点上位者から順次出場権を与える。

抽選を行う。

男女４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍの種目、リレー種目はタイムレース決勝とする。

主　 　催

主　 　管

期　 　日

沖縄県・沖縄県教育委員会・沖縄県スポーツ協会

一般社団法人沖縄県水泳連盟

２０２２年６月２５日（土）・２６日（日）

設営/抽選 午前７時００分

国民体育大会競技区分

２０２２年５月２６日（木）　　申込後の変更等は一切認めません。

締め切り時間は日本水泳連盟サーバーの時間になりますので、前後１５～２０分前後の

誤差が生じますので注意して下さい。

問合せ先＞＞県水連事務局　　　Ｅ－ｍａｉｌ　m.kawamitu@gulfwavezone.jp

午前９時１５分

開場検温

競技開始

※ リレー種目でのチーム編成は、個人種目参加者のみで編成すること。

少年Ｂ………平成１８年４月２日以降、平成２０年４月１日までに生まれた者

少年Ａ………平成１６年４月２日以降、平成１９年４月１日までに生まれた者

成　年………平成１６年４月１日以前に生まれた者

エントリー手続き終了後、集計ページを開き、申込み責任者名等必要事項を

ロードを行い、ダウンロードしたデータをフォルダーごとメールに添付して県水連事務

集計後、下部に表示されている競技会エントリー情報ダウンロードよりデータのダウン

局宛てに送信して下さい。 Ｅ－ｍａｉｌ　m.kawamitu@gulfwavezone.jp
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№ ２１
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４
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６ ２６
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８ ２８

９

１０ ２９

３０

１１

１２ ３１

１３ ３２

１４

１５

１６ ※表彰式設定時間（男女1種目４分）

１７

１８

１９

２０

参加料金

表　　 彰

選手選考

※　一度納入された参加料は返金しない。

振込先 ；   琉球銀行　牧港支店　普通預金        口座番号 ；   ５３８１６３

口座名 ；   一般社団法人沖縄県水泳連盟　会長　川満 正芳

表彰は、Ｎｏ ２０男子８００Mフリ―リレー　タイム決勝の後に
行う

タイム決勝

タイム決勝

男子

そ の 他

各種目別・男女別に１位～３位までに賞状を授与し表彰する。

予選・決勝競技において標準記録を突破したものは選考の対象となる。

国民体育大会の最終選考は、後日県水泳連盟国体選考委員会にて選出します。

男子 ８００M 自由形

女子 １５００M 自由形

個人１種目７００円・リレー１種目１，０００円・プログラム１部５００円を２０２２年６月２２日（火）

までに指定銀行口座に振り込み、その振込明細書を必ず県水連事務局に６月２２日（火）

までにＦＡＸ送信かールに添付の上送信して下さい。

個人メドレー

【決勝】Ｎｏ２０男子８００Mフリーリレー表彰後に昼食休憩

女子 ２００M

男子 ２００M

女子 ８００M 自由形

競技順序 １日目

予　　選

個人メドレー 予　　選

タイム決勝

ウォーミングアップ・本レースに関係なく、スイミングキャップは必ず着用してください。

参加者の傷害等は参加チームの責任において処理すること。

各チーム及び応援団のゴミは各参加チームの責任で持ち帰りをして下さい。

女子 ４００M メドレーリレー タイム決勝

男子 ４００M メドレーリレー タイム決勝

１５００M 自由形 タイム決勝

女子 ２００M メドレーリレー タイム決勝

男子 ２００M メドレーリレー タイム決勝

女子

男子

女子

２００M 平泳ぎ 予　　選

２００M 平泳ぎ 予　　選

２００M 背泳ぎ 予　　選

男子

女子

男子

２００M 背泳ぎ 予　　選

２００M バタフライ 予　　選

２００M バタフライ 予　　選

タイム決勝

男子 ８００M フリーリレー タイム決勝

表彰は、Ｎｏ３女子　８００M自由形から行う。

女子 ５０M 自由形 予　　選

男子 ５０M 自由形 予　　選

時　間　調　整　（５分）⇒これより決勝競技

昼食休憩（６０分）

時　間　調　整　（５分）

女子 ４００M 個人メドレー タイム決勝

男子 ４００M 個人メドレー タイム決勝

女子 ２００M 個人メドレー 決　　勝

男子 ２００M 個人メドレー 決　　勝

表　　　彰

女子 ２００M

女子 ８００M フリーリレー

平泳ぎ 決　　勝

男子 ２００M 平泳ぎ 決　　勝

女子 ２００M 背泳ぎ 決　　勝

決　　勝

女子 ２００M バタフライ 決　　勝

男子 ２００M バタフライ 決　　勝

表　　　彰

（１日目終了）

表　　　彰

時　間　調　整　（1０分）

性別 距 離 種　　目 予選・決勝

女子 ５０M 自由形 決　　勝

男子 ５０M 自由形 決　　勝

表　　　彰

男子 ２００M 背泳ぎ



競技順序 ２日目

Ｎｏ３６ 男子４００Mフリ―リレーの表彰後に昼食休憩（６０分）

№ ５３

３３ ５４

３４ ５５

３５ ５６
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５７

５８

３７ ５９

３８ ６０

３９

４０ ６１

４１ ６２

４２ ６３

４３ ６４

４４

６５

４５ ６６

４６ ６７

４７ ６８

４８

４９

５０ ６９

７０

５１

５２

◇主催者連絡    

①本大会はコロナウイルス感染防止対策のために無観客で行います。ご父兄の入場はご遠慮ください。

②各チームはエントリーの際に役員・引率名簿（会場入りするコーチの人数）を提出してください。

③マスク着用での入場をお願いします。体調不良・発熱等のある方（数日前に発熱があった方）は、ご来場を

　 控えてください）当日、招集所・チーム控え場所当においてはソーシャルディスタンス（社会的距離=２m程）

　 最低でも１ｍを保ちましょう

⑤沖縄県水泳連盟指針(ＨＰに掲載）を熟読の上、健康チェック表（チーム一覧・個人表）を入場時に提出。

昼食休憩（６０分）

２００M 自由形 予　　選

男子 ５０M バタフライ

女子 ５０M バタフライ 決　　勝

２日目終了

※表彰式設定時間（男女1種目４分）

男子 ２００M 自由形 決　　勝

表　　　彰

男子 ５０M バタフライ 決　　勝

表　　　彰

女子 ２００M 自由形 決　　勝

表　　　彰

女子 ５０M 背泳ぎ 決　　勝

男子 ５０M 背泳ぎ 決　　勝

１００M 自由形 決　　勝

表　　　彰

女子 ５０M 平泳ぎ 決　　勝

男子 ５０M 平泳ぎ 決　　勝

表彰は、Ｎｏ３３女子フリーリレー２００Mから行う。

男子 １００M 背泳ぎ 決　　勝

女子 １００M バタフライ 決　　勝

男子

時　間　調　整　（５分）

女子 ２００M 自由形 予　　選

男子

１００M バタフライ 決　　勝

女子 １００M 自由形 決　　勝

男子

タイム決勝

男子 ４００M 自由形 タイム決勝

女子 １００M 背泳ぎ 決　　勝

女子 １００M 平泳ぎ 決　　勝

男子 １００M 平泳ぎ 決　　勝

予　　選

女子 ５０M 背泳ぎ 予　　選

男子 ５０M 背泳ぎ 予　　選

女子 ５０M バタフライ 予　　選

時　間　調　整　（５分）

女子 ５０M 平泳ぎ 予　　選

男子 ５０M 平泳ぎ 予　　選

男子 １００M バタフライ 予　　選

女子 １００M 自由形 予　　選

男子 １００M 自由形 予　　選

女子 １００M 背泳ぎ 予　　選

男子 １００M 背泳ぎ 予　　選

女子 １００M バタフライ 予　　選

表彰は、Ｎｏ ５２男子２００M自由形予選の後に行う。

時　間　調　整　（５分）

女子 １００M 平泳ぎ 予　　選

男子 １００M 平泳ぎ 予　　選

表　　　彰

性別 距 離 種　　目 予選・決勝

女子 ２００M フリーリレー タイム決勝

男子 ２００M フリーリレー タイム決勝

女子 ４００M フリーリレー タイム決勝

男子 ４００M フリーリレー タイム決勝

女子 ４００M 自由形

時　間　調　整　（1０分）

④入場時チームごとに整列（１Mを保つ）検温を実施いたします。

⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無（接触のある方は入場できません）。

➆無観客のため【ライブ配信】を予定しています。


