
平成２８年度 全九州高等学校水泳競技大会佐賀県予選会開催要項 

 

１．主     催   佐賀県水泳連盟・佐賀県高等学校体育連盟 

２．主     管   佐賀県水泳連盟・佐賀県高等学校体育連盟水泳専門部 

３．期 日 ・ 会 場  (1) 期 日  平成２８年６月２５日（土） 

プール開場 ； ８時００分 

開 始 式 ； ９時１５分 

競 技 開 始 ； ９時３０分 

(2) 会 場  佐賀県総合運動場水泳場（５０ｍ×８コース） 

４．競技規定・方法   (1) 平成２８年度日本水泳連盟競泳競技規則による。ただし、スター

トは１回とする。 

            (2) すべてタイム決勝とする。(予選は行わない。) 

            (3) 決勝同着８位の場合は、抽選により８位を決定する。 

５．参 加 資 格   (1) 選手は、佐賀県高等学校体育連盟に加盟している生徒であること。 

(2) 平成２８年度日本水泳連盟競技者登録を完了した者であること。 

(3) 平成９年４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場 

回数は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限 

りとする。 

             (4) チーム編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒

による混成は認めない。 

(5) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームに

よる参加を認める。 

            (6) 転校後１年未満の者は参加を認めない。但し、一家転住等やむを

得ない場合は、佐賀県高等学校体育連盟会長の認可があればこの

限りでない。（外国人留学生もこれに準ずる） 

(7) 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承

認を必要とする。 

６．参 加 制 限     競技は１校１種目３名以内、１名２種目以内とする。 

但し、リレーを除く。 

７．参加申し込み    (1) 日本水泳連盟のシステムweb-swmsysによる申し込みを完了し、エ

ントリーTIME一覧表とリレー一覧表を提出すること。 

 

            (2) 学校長認知書として所定の参加申込書を提出すること。 

 

(3) 上記(1)、(2)ともに平成２８年６月７日（火）完了・必着 

 

申込み先 〒８４７－００６４ 唐津市元石町２３５－２ 

唐津商業高校内 宮 崎 健 介 宛 

 

８．参 加 負 担 金   １人１種目１,０００円、リレー１種目１，０００円とする。 

                 尚、参加料は大会当日に徴収する。 

 

９．平成２８年度全九州高等学校体育大会 

第６４回全九州高等学校水泳競技大会への参加資格 

（１）全九州高等学校水泳競技大会佐賀県予選会において、各種目決勝８位までの入賞者で下記

の佐賀県推薦記録を突破した者またはチームとする。ただし、全国大会標準記録を突破しても

８位入賞できなかった者またはチームは、主催団体の推薦を得てその種目に参加できる。 

（２）リレーは、個人種目出場者を含め６名（補欠は２名まで）、メドレーリレーは、個人種目

出場者を含め８名（補欠は４名まで）を申し込むことができる。ただし、競技の際は個人種目

または他のリレーに出場する者に交代することができる。 



佐賀県推薦記録 

 男子  女子   

自由形      50m ☆26.33 九高実施要項規準 30.49 九高実施要項規準 

100m ☆57.75 九高実施要項規準 1.06.19 佐高体連規準 

200m ☆2.08.32 九高実施要項規準 2.26.39 佐高体連規準 

400m 4.39.01 九高実施要項規準 5.06.89 佐高体連規準 

800m ・・・・  10.29.89 佐高体連規準 

1500m 18.20.09 九高実施要項規準 ・・・・  

背泳ぎ     100m 1.07.49 佐高体連規準 1.14.19 佐高体連規準 

        200m 2.30.14 九高実施要項規準 2.43.69 佐高体連規準 

平泳ぎ     100m ☆1.13.30 九高実施要項規準 1.24.39 佐高体連規準 

        200m ☆2.42.29 九高実施要項規準 3.04.49 佐高体連規準 

バタフライ   100m 1.03.89 九高実施要項規準 1.13.69 佐高体連規準 

        200m ☆2.28.07 九高実施要項規準 2.44.79 佐高体連規準 

個人メドレ－  200m 2.25.70 九高実施要項規準 2.44.39 佐高体連規準 

400m 5.26.29 九高実施要項規準 5.55.99 佐高体連規準 

リレ－     400m ☆4.07.02 九高実施要項規準 4.47.69 佐高体連規準 

        800m ☆9.24.48 佐高体連規準 ・・・・  

メドレ－リレ－ 400m 4.34.52 九高実施要項規準 5.17.09 佐高体連規準 

 ☆標準記録変更種目 

  

10. 参加上の注意 

（１）参加選手は、当該校の教員が引率するものとする。 

（２）競技中の疾病・傷害などの応急処置は、主催者で行う。 

（３）参加選手は、健康保険証を持参すること。 

 

 11. 競技順序 （すべてタイム決勝とする）         

12.その他  

（１）開始式前に、監督者会議を行ないます。 

（２）大会終了後に、九州大会出場についての顧問会議を行います。 

 1．女子 400mメドレーリレー 決勝 

2．男子 400mメドレーリレー 決勝 

3．女子  50m自由形     決勝 

4．男子  50m自由形     決勝 

5．女子 200mバタフライ   決勝 

6．男子 200mバタフライ   決勝 

7．女子 200m背泳ぎ     決勝 

8．男子 200m背泳ぎ     決勝 

9．女子 200m平泳ぎ     決勝 

10．男子 200m平泳ぎ     決勝 

11．女子 200m自由形     決勝 

12．男子 200m自由形     決勝 

13．女子 400m個人メドレー  決勝 

14．男子 400m個人メドレー  決勝 

15．男子 800mリレー     決勝 

16．女子 800m自由形     決勝 

17．男子 1500m自由形     決勝 

18．女子 100m自由形     決勝 

19．男子 100m自由形     決勝 

20．女子 100mバタフライ   決勝 

21．男子 100mバタフライ   決勝 

22．女子 100m背泳ぎ     決勝 

23．男子 100m背泳ぎ     決勝 

24．女子 100m平泳ぎ     決勝 

25．男子 100m平泳ぎ     決勝 

26．女子 400m自由形     決勝 

27．男子 400m自由形     決勝 

28．女子 200m個人メドレー  決勝 

29．男子 200m個人メドレー  決勝 

30．女子 400mリレー     決勝 

31．男子 400mリレー     決勝 

 


