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第５５回那覇地区中学校水泳競技大会要項

１．主 催 那覇地区中学校体育連盟

２．共 催 沖縄県教育委員会

那覇市教育委員会・浦添市教育委員会・久米島市教育委員会

南大東村教育委員会・北大東村教育委員会

３，後 援 那覇地区校長会・那覇地区 PTA連合会

４．主 管 沖縄県水泳連盟

５．期 日 令和４年６月４日（土）午前１０時００分

６．競 技 会 場 奥武山プール（５０ｍ×８コース）

７．申 込 締 切 令和４年５月１２日（木）

※インターネットを利用したウェブ登録を５月１４日（金）午前中

までに済ませると同時に申し込み書も作成する。

８．申 込 先 真和志中学校（午後５時）

９．企画運営責任者 宮井 基道（那覇市立真和志中学校 098-917-3403）

10．競 技 方 法 ①個人選手権及び学校対抗とする。

②競技はすべてタイムレースとする。

③得点は各種目とも３名までとし、１位７点・２位５点・３位４点・

４位３点・５位２点・６位１点とする。リレー種目もこれに準ずる。

11．参加人員 ①個人種目は、１人２種目以内（ただしリレーを除く）

②各種目とも参加の制限をしない。

（但し、リレーについては各種目１チームのみのエントリーとする）

（注意）※ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰの 200ｍ出場した選手は 400mには出場することはできない。
※ﾌﾘｰﾘﾚｰの 200mに出場した選手は 400mには出場することができない。

12. 申し込み方法 ①日本水泳連盟会員ページを開き大会参加登録をする。

（※日本水泳連盟会員ﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.japan-swimming.jp/）
②那覇地区中体連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから大会参加申し込みﾌｧｲﾙをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする。

③ウェブ登録で作成した「競技会エントリー情報」をコピーし、大会参

加申し込みファイルに貼り付ける。

④会員ページで登録した Excelデータを大会参加申し込みファイルに
コピーｰして貼り付ける。

⑤大会参加申し込みファイルをプリントアウトして公印を押印して監

督会で提出する。

⑥申し込み後の種目の変更は一切認めない。

※申し込み用紙を作成後、提出前に再度、出場選手と最終確認を行っ

てから提出して下さい。

※尚、詳しくは那覇地区中体連ホームページに登録説明（PDF）を
掲載していますので必ず読んでから登録手続きをしてください。
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13．参 加 資 格 那覇地区中学校体育連盟に加盟している中学校の生徒であること。

14．競 技 規 則 令和元年度日本水泳連盟の競技規則に準ずる。（スタートは除く）

ただし、リレーにおける水中での引継は認めない。

15 ．競 技 種 目

【種目/ 性別】 【男 子】 【女 子】

自 由 形 50m・100m・200m 50m・100m・200m
400m・1500m 400m・800m

背 泳 ぎ 50m・100m・200m 50m・100m・200m
平 泳 ぎ 50m・100m・200m 50m・100m・200m
バ タ フ ラ イ 50m・100m・200m 50m・100m・200m
個人 メドレー 200m・400m 200m・400m
フリー リレー 200m・400m 200m・400m
メドレーリレー 200m・400m 200m・400m

16 ．監 督 会 議 令和３年５月１２日（木）午後１５時３０

17．留 意 事 項 ・引率は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。監督などは出場

校の校長・教職員（常勤）・部活動指導員とする。教職員以外のコー

チについては、学校長が認めたもので地区・県に登録された者とする。

ただしベンチ入りについては 1名のみとする。
・中学生の大会参加にあたっては部員は大会にふさわしい服装・容儀で

参加すること。

・那覇地区中学校体育連盟が主催する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・セクハラなどによる任命権者又

は学校設置者から懲戒処分を受けていないものであること。校長はこ

の点を確認して大会申込書を作成する。なお外部指導者は校長から暴

力などに対する指導措置を受けていないこととする。

・大会参加にあたり、氏名、学校名、学年及び対戦結果、記録、画像な

どを主催者が発行・販売する大会冊子、出版物、およびホームページ

などに使用することがあります。合わせて、マスコミへの講評に使用

することがあります。

18．水着について ・FINA（国際水泳連盟）の公認した水着を着用すること。
・重ね着は禁止とする。（着用できる水着は一枚のみとする。）

・水着あるいは身体へのテーピングは禁止とする。

・水着への二次加工は禁止とする。

・水着に記載する所属表示は 30cm2以内とする。

19．そ の 他 ・大会当日の開場は Aグループ 7時 Ｂグループ 8時
・各チームで出たゴミは各学校に持ち帰ること。

・中体連の大会ではｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ名の入った水着を着用することはできません

・選手はスイミングキャップを必ず着用すること。

・引率は当該校の教諭とする。(最後まで生徒管理をお願いします）
・引率は大会当日８時３０分までに受付を行ってください。

・大会当日８時４５分より会議室で監督会を行います。

・引率教諭は大会の補助役員を兼ねる。

（※弁当は専門部で準備します。服装は白のポロシャツ・黒か紺のズボン）

・大会終了後各学校清掃の割り当てがあります。



No 性別 種　目 距離 組 時間 No 性別 種　目 距離 組 時間

1 女子 メドレーリレー ２００ｍ 25 女子 個人メドレー ２００ｍ

2 男子 メドレーリレー ２００ｍ 26 男子 個人メドレー ２００ｍ

3 女子 メドレーリレー ４００ｍ 27 女子 自由形 １００ｍ

4 男子 メドレーリレー ４００ｍ 28 男子 自由形 １００ｍ

5 女子 自由形 ８００ｍ 29 女子 平泳ぎ １００ｍ

6 男子 自由形 １５００ｍ 30 男子 平泳ぎ １００ｍ

7 女子 個人メドレー ４００ｍ 31 女子 背泳ぎ １００ｍ

8 男子 個人メドレー ４００ｍ 32 男子 背泳ぎ １００ｍ

9 女子 平泳ぎ ５０ｍ 33 女子 バタフライ １００ｍ

10 男子 平泳ぎ ５０ｍ 34 男子 バタフライ １００ｍ

11 女子 背泳ぎ ５０ｍ 35 女子 自由形 ４００ｍ

12 男子 背泳ぎ ５０ｍ 36 男子 自由形 ４００ｍ

13 女子 バタフライ ５０ｍ 37 女子 リレー ２００ｍ

14 男子 バタフライ ５０ｍ 38 男子 リレー ２００ｍ

15 女子 自由形 ５０ｍ 39 女子 リレー ４００ｍ

16 男子 自由形 ５０ｍ 40 男子 リレー ４００ｍ

17 女子 平泳ぎ ２００ｍ

18 男子 平泳ぎ ２００ｍ

19 女子 背泳ぎ ２００ｍ

20 男子 背泳ぎ ２００ｍ

21 女子 バタフライ ２００ｍ

22 男子 バタフライ ２００ｍ

23 女子 自由形 ２００ｍ

24 男子 自由形 ２００ｍ

昼　食　時　間　

競技終了

競　　技　　順　　序

第54回那覇地区中学校水泳競技大会　　場所：奥武山公園プール　令和4年6月4日(土)

　　　お昼休みに，午前の部の表彰を行います。


