
平成２７年度東播高等学校総体水泳競技大会

１ 主 催 明石市水泳協会

２ 主 管 東播地区高等学校体育連盟水泳部

３ 期 日 平成２７年８月８日（土）・９（日）

４ 場 所 兵庫県立社高等学校プール
加東市木梨１３５６－１

５ 競技方法 学校対抗
(1) （財）日本水泳連盟競技規則による。
(2) 各種目とも予選はタイムレースで行い、決勝はすべて８名で行うが、制限タイムのある

種目については突破しない者は決勝に出場することはできない。また予選がなく決勝レ
ースのみの場合も制限タイムを突破しない者は入賞の対象とはならない。
得点も認められない。

(3) 800m自由形についてはタイムレース決勝とする。
(4) 得点は１位８点、以下８位まで７～１点（但し、リレー種目についてこの倍）とする。

得点の最も多い学校を優勝校とする。総合得点が同点の場合は以下の規定による。
① リレー種目による得点の多い学校。
② 入賞者数の多い学校（リレー種目は４として計算する）。
③ １位の数、２位の数（以下８位までこれにならう）。

６ 競技種目
男子 女子

自由形 50m・100m・200m・400m・800m 50m・100m・200m・400m・800m
平泳ぎ 50m・100m・200m 50m・100m・200m
背泳ぎ 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
リレー 800m 800m
メドレーリレー 400m 400m

７ 競技順序

8/8 制限
1 女子800m自由形 (ﾀｲﾑﾚｰｽ) 13-30-0 23 女子200m個人メドレー 〔決〕
2 男子800m自由形 (ﾀｲﾑﾚｰｽ) 12-00-0 24 男子200m個人メドレー 〔決〕
3 女子200m個人メドレー （予） 25 女子200mバタフライ 〔決〕
4 男子200m個人メドレー （予） 26 男子200mバタフライ 〔決〕
5 女子200mバタフライ （予） 27 女子200m背泳ぎ 〔決〕
6 男子200mバタフライ （予） 28 男子200m背泳ぎ 〔決〕
7 女子200m背泳ぎ （予） 29 女子200m平泳ぎ 〔決〕
8 男子200m背泳ぎ （予） 30 男子200m平泳ぎ 〔決〕
9 女子200m平泳ぎ （予） 31 女子200m自由形 〔決〕
10 男子200m平泳ぎ （予） 32 男子200m自由形 〔決〕
11 女子200m自由形 （予） 33 女子 50mバタフライ 〔決〕
12 男子200m自由形 （予） 34 男子 50mバタフライ 〔決〕
13 女子 50mバタフライ （予） 35 女子 50m背泳ぎ 〔決〕
14 男子 50mバタフライ （予） 36 男子 50m背泳ぎ 〔決〕
15 女子 50m背泳ぎ （予） 37 女子 50m平泳ぎ 〔決〕
16 男子 50m背泳ぎ （予） 38 男子 50m平泳ぎ 〔決〕
17 女子 50m平泳ぎ （予） 39 女子 50m自由形 〔決〕
18 男子 50m平泳ぎ （予） 40 男子 50m自由形 〔決〕
19 女子 50m自由形 （予） 41 女子400mメドレーリレー〔決〕
20 男子 50m自由形 （予） 42 男子400mメドレーリレー〔決〕
21 女子400mメドレーリレー（予）
22 男子400mメドレーリレー（予）



8/9 制限
43 女子400m自由形 （予） 7-10-0 59 女子400m自由形 〔決〕
44 男子400m自由形 （予） 6-40-0 60 男子400m自由形 〔決〕
45 女子400m個人メドレー （予） 8-39-5 61 女子400m個人メドレー 〔決〕
46 男子400m個人メドレー （予） 8-02-5 62 男子400m個人メドレー 〔決〕
47 女子100m自由形 （予） 63 女子100m自由形 〔決〕
48 男子100m自由形 （予） 64 男子100m自由形 〔決〕
49 女子100mバタフライ （予） 65 女子100mバタフライ 〔決〕
50 男子100mバタフライ （予） 66 男子100mバタフライ 〔決〕
51 女子100m背泳ぎ （予） 67 女子100m背泳ぎ 〔決〕
52 男子100m背泳ぎ （予） 68 男子100m背泳ぎ 〔決〕
53 女子100m平泳ぎ （予） 69 女子100m平泳ぎ 〔決〕
56 男子100m平泳ぎ （予） 70 男子100m平泳ぎ 〔決〕
57 女子800mリレー （予） 71 女子800mリレー 〔決〕
58 男子800mリレー （予） 72 男子800mリレー 〔決〕

８ 申込規定
(1)資格

① 選手は、学校教育法第一条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。
② 選手は、平成２７年度（２０１５年度）（財）日本水泳連盟競技者登録を完了し

たものに限る。
③ 出場制限タイムのある競技は、制限に達しない選手は対抗得点から除外します。

(2)参加制限
① １名３種目以内（ただし、リレーを除く）とする。
② リレーは各校何チームエントリーしていただいても結構です。ただし

２チーム目からはオープン参加(記録は公認されます)とし、成績が上位
であっても決勝には出ることができません。

③ リレー種目には大会エントリー者が出場することができる。
（リレーのみのエントリーも可）

(3)申 込
① Web-SWMSYS によるエントリーに限る。

（別途エントリーデータの提出は不要）。
② 申込金の振込票を裏面に添付した大会申込用紙・男女の参加種目一覧

を郵送してください。
(4)申込金

① １名につき、1000円
※ リレーのみのエントリー選手も申込金が必要。

振込先
三井住友銀行 高砂支店（普）６８２３１２５
東播高体連水泳部 上田英俊（ウエダヒデトシ）

(5)申込締切
WEB-SWMSYSエントリー、 平成２７年７月９日（木）
大会申込用紙・参加種目一覧ともに、平成２７年７月９日（木）必着
発送が遅れた場合必ず加古川西高校にＦａｘをお願いします。

７月１１日(土) にプログラム編成会議を行います。

(6)申込郵送先 675-0037 兵庫県加古川市加古川町本町118

県立加古川西高等学校内 神尾 浩史 宛

９ 表彰 男女団体別・個人種目ともに３位まで表彰し、賞状は６位までとする。

10 その他
① 開会式・閉会式は各校ともスタンドで参加すること。
② 出場校の顧問の先生は必ず出席してください。出席のない場合出場を認めません。
③ 出場校はできる限り大会役員を２名出してください。



大会終了時の片付けの輪番制について

東播支部主催で行っている３大会 東播招待・東播大会・秋季大会の片付けを輪番制で行いたい
と思います。割り当てられた学校は片付けに参加してください。顧問の先生方も監督に御協力ください。

東播招待 (春 季)・・・北播地区の学校 西脇・西脇工業・三木・三木東・三木北・
小野・小野工業・

東播大会 (夏 季)・・・明石地区の学校＋社 明石・明石南・明石北・明石西・明石清水
＋農業 明石城西・明石商業・明石高専・社・農業

秋季大会 (秋 季)・・・加古川地区の学校 加古川東・加古川西・加古川北・加古川南
高砂・高砂南・松陽・東播磨・播磨南

を原則とします。

とりあえずこれで今年の東播大会より試験実施してみたいと思います。よろしくお願いします。


