
令和２年度 県南・県西地区中学校新人体育大会（水泳競技の部）実施要項 

１ 主 催  県南・県西中学校体育連盟 
２ 主 管  県南・県西地区中学校体育連盟水泳専門部 
３ 後 援  各市町村教育委員会 
４ 期 日  令和２年９月１７日（木） 

    開場時刻  ８：４０      会場練習 ８：４０～９：４０ 
         開 会 式  ９：５０       
         競技開始 １０：１０ 
         閉 会 式 競技終了次第    
           すべての日程終了後に終礼を行う。 
 
５ 会 場  取手市グリーンスポーツセンター（５０ｍ×８レーン） 
       〒302-0032 取手市野々井１２９９ ℡ 0297-78-9090 
 
６ 競技役員 出場各中学校から1名以上 
 
７ 参加資格（１）茨城県中学校体育連盟に加入する中学校または茨城県中学校体育連盟が参加を認めた 

学校に在籍し，学校長が出場を認めた生徒。 
（２）今年度日本水泳連盟に登録（第１区分としてのＷｅｂ登録）されている者。 

 
８ 参加制限  １校，１種目５名以内，１人２種目以内（リレー種目を除く）とする。 
              リレー種目は１校１チームとする。 
 
９ 競技規則及び方法 

（１）２０２０年度（公益財団法人）日本水泳連盟競泳競技規則に準じて実施する。 
（２）男女別学校対抗とし，全種目ともタイムレース決勝形式で行う。 

 県南・県西地区の同一レースで実施し，地区別に順位を出す。 

（３）種目ごとに，１位８点，２位７点，・・・・・８位１点とする。 
総合得点が同じ場合は，次の順に従って決定する。 

    ア メドレーリレー得点の多い学校。 
イ フリーリレー得点の多い学校。 
ウ 入賞者の多い学校 
エ １位の数（以下８位までこれにならう。）  

（４）表彰については地区ごとに，総合の部，個人の部とも３位まで賞状を授与する。 
 
10 申込方法 （１）WEB－SWMSYSで申し込み登録をする。 

（２）令和２年９月  日（ ）必着で，下記の地区担当者に提出する。 
         提出する書類は以下の３種類。 

WEB－SWMSYSで申し込み登録をした後，①②③を印刷して提出する。 
         ①「競技会申込明細表」 
         ②「競技会申し込み（エントリーTIME）一覧表」 
         ③「競技会申し込み（リレー）一覧表」 

ただし，リレー種目にエントリーしない学校は③は必要ない。 
     ＜申込先＞ 

 【県南地区】  
江戸川学園取手中学校 増田 宗武 宛  

〒３０２－００２５  
茨城県取手市西一丁目３７－１  
ＴＥＬ ０２９７－７４－０１１１  
ＦＡＸ ０２９７－７３－４８５１  

 【県西地区】  
 坂東市立岩井中学校 湯本 裕樹 宛 
〒３０６－０６１６  
茨城県坂東市上出島１０５３  
ＴＥＬ ０２９７－３４－３１４１  
ＦＡＸ ０２９７－３４－３４６６  

 

 



11 競技順序   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

12 その他   （１）引率者（当該校の教員）は必ずつくこと。クラブコーチ等の引率は認められない。本大
会に出場するチーム・選手の引率者，部活動指導員等は部活動の指導中における暴力・
体罰・セクハラ等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者である
こと。校長はこのことを確認して大会申込書を作成する。 

（２）中学生らしい態度・服装で大会に臨み，会場使用の規則を守る。 
（３）開会式・閉会式には選手，引率者とも必ず参加すること。 
（４）朝と帰りの2回，引率者打合せを行う。 
（５）本大会に参加し，出場した種目において県新人の標準記録を突破した場合のみ， 

県新人大会への出場資格を与えられる。 
（６） 緊急時には救急車を要請し，その他は，取手市消防本部にて，病院を確認する。   

 
 

＜参考＞（県新人標準記録）  ※100分の１秒は切り捨てる。 
種目 距離 男子標準 女子標準 

自 由 形 

50ｍ ３８．０ ４０．０ 
100ｍ １：３０．０ １：３５．０ 
200ｍ ２：４５．０ ３：０５．０ 
400ｍ ６：００．０ ６：３０．０ 

平 泳 ぎ 100ｍ １：４５．０ １：５０．０ 
200ｍ ３：３５．０ ３：４０．０ 

バタフライ 100ｍ １：４５．０ １：５０．０ 
200ｍ ３：３５．０ ４：００．０ 

背 泳 ぎ 100ｍ １：４０．０ １：４５．０ 
200ｍ ３：３０．０ ３：３５．０ 

個人メドレー 200ｍ ３：１５．０ ３：３０．０ 
フリーリレー 4×50ｍ ２：４０．０ ２：５０．０ 
メドレーリレー 4×50ｍ ３：００．０ ３：１０．０ 

 

１  女子 ４×５０ｍ  ﾌﾘｰﾘﾚｰ     ﾀｲﾑ決勝    
２  男子 ４×５０ｍ  ﾌﾘｰﾘﾚｰ     ﾀｲﾑ決勝 
３  女子  ２００ｍ  個人ﾒﾄﾞﾚｰ   ﾀｲﾑ決勝 
４  男子  ２００ｍ  個人ﾒﾄﾞﾚｰ   ﾀｲﾑ決勝 
５  女子   ５０ｍ  自由形     ﾀｲﾑ決勝 
６  男子   ５０ｍ  自由形      ﾀｲﾑ決勝 
７  女子  ２００ｍ  平泳ぎ      ﾀｲﾑ決勝 
８  男子  ２００ｍ  平泳ぎ      ﾀｲﾑ決勝 
９  女子  ２００ｍ  自由形      ﾀｲﾑ決勝 
10   男子  ２００ｍ  自由形      ﾀｲﾑ決勝 
11  女子  ２００ｍ  背泳ぎ       ﾀｲﾑ決勝 
12  男子  ２００ｍ  背泳ぎ       ﾀｲﾑ決勝 
13  女子  ２００ｍ  バタフライ     ﾀｲﾑ決勝 
14  男子  ２００ｍ  バタフライ     ﾀｲﾑ決勝 
15   女子  ４００ｍ  自由形      ﾀｲﾑ決勝 
16  男子  ４００ｍ  自由形      ﾀｲﾑ決勝 
17  女子   １００ｍ  平泳ぎ     ﾀｲﾑ決勝 
18  男子  １００ｍ  平泳ぎ      ﾀｲﾑ決勝 
19  女子  １００ｍ  自由形     ﾀｲﾑ決勝 
20  男子  １００ｍ  自由形     ﾀｲﾑ決勝 
21  女子  １００ｍ  背泳ぎ     ﾀｲﾑ決勝 
22  男子  １００ｍ  背泳ぎ     ﾀｲﾑ決勝 
23  女子  １００ｍ  バタフライ   ﾀｲﾑ決勝 
24  男子  １００ｍ  バタフライ   ﾀｲﾑ決勝 
25  女子 ４×５０ｍ  ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ    ﾀｲﾑ決勝 
26  男子 ４×５０ｍ   ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ    ﾀｲﾑ決勝 


