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◆大会情報 

◇主催 （一社）岩手県水泳連盟 

◇後援 岩手県、岩手県教育委員会、（公財）岩手県体育協会、盛岡市、盛岡市教育委員会、 

 （公財）盛岡市スポーツ協会 

◇主管 （一社）岩手県水泳連盟 

◇期日 令和 3 年 9 月 4 日（土）、5 日（日） 

◇会場 岩手県盛岡市本宮 5－3－1 盛岡市立総合プール 50ｍ×9 レーン 

◇観客 無観客 

 

◆日程 

 

◆競技方法 

（１）競技は、令和 3 年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により、種目別、男女別に行い、異学年を同 

   時に行う。なお、1 日目に 1~4 年生、2 日目に 5~6 年生の競技をする。 

（２）全競技をタイムレース決勝とする。 

 

◆年齢区分 

（１）個人種目は「1 年生」「2 年生」「3 年生」「4 年生」「5 年生」「6 年生」とする。 

（２）リレー種目は「1～2 年生／クラスコード 07」「3～4 年生／クラスコード 08」「5～6 年生／クラスコ 

   ード 09」なお、男女混合チームは認めない。 

 

 

 1 日目（1~4 年生） 2 日目（5~6 年生） 

先行入場 

実施しない  

※選手休憩場所を指定するため 2 次

要項で公表する 

実施しない  

※選手休憩場所を指定するため 2 次

要項で公表する 

選手開場時刻 2 次要項で公表する 2 次要項で公表する 

一般入場時刻 2 次要項で公表する 2 次要項で公表する 

ウォーミングアップ(朝) 2 次要項で公表する 2 次要項で公表する 

競技役員主任会議 事前にメール等で行う 事前にメール等で行う 

競技役員全体会議 

兼 代表者会議 
実施しない 実施しない 

開会式 実施しない 実施しない 

競技開始 2 次要項で公表する 2 次要項で公表する 

閉会式 実施しない 実施しない 



令和 3 年度 第 19 回岩手県学童水泳競技大会 

 

◆競技種目 

（１）個人種目  自由形  50m 100m 

    背泳ぎ  50m 100m 

    平泳ぎ  50m 100m 

    バタフライ 50m 100m 

    個人メドレー 200m 

（２）リレー種目  リレー  4×50m 

   メドレーリレー 4×50m 

 

◆競技順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込規定 

（１）資格 ①選手は令和 3 年度（公財）日本水泳連盟競技者登録完了者であること。 

  ②出場する団体（チーム）は、競技役員 1 名以上の公認競泳競技審判資格を有する帯同

   役員を協力することとし、（ａ）参加申込書の協力帯同役員の欄に氏名を記入すること 

  ③県外登録団体及び選手の参加は認めない。 

  ④小学生未満の選手の参加は認めない。 

（２）制限 ①個人種目は 1 人 2 種目まで出場できる。（リレー競技を除く） 

  ②団体（チーム）から同一個人種目への出場数に制限はしない。 

  ③団体（チーム）から同一リレー種目への出場数に制限はしない。ただし、同一選手が

   複数チームに掛け持ちでの出場を禁止する。また、年齢区分が異なっても同様とする 

   例）⑴同一選手が A チームと B チーム両方に掛け持ち出場はできない。 

     ⑵同一選手が異なる年齢区分のリレーには出場できない。 

  ④リレー種目でメンバーを揃えるために、異なる年齢区分に出場はできない。 

   例）4 年生が「5~6 年生」区分のリレーメンバーとして出場できない。 

  ⑤リレー競技に男女混合の出場は認めない。 

1 日目（1~4 年生） 2 日目（5~6 年生） 

1 200m 個人メドレー 12 200m 個人メドレー 

2 50m 背泳ぎ 13 50m 背泳ぎ 

3 50m バタフライ 14 50m バタフライ 

4 50m 平泳ぎ 15 50m 平泳ぎ 

5 50m 自由形 16 50m 自由形 

6 4×50m メドレーリレー 17 4×50m メドレーリレー 

7 100m 背泳ぎ 18 100m 背泳ぎ 

8 100m バタフライ 19 100m バタフライ 

9 100m 平泳ぎ 20 100m 平泳ぎ 

10 100m 自由形 21 100m 自由形 

11 4×50m リレー 22 4×50m リレー 
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（３）申込金 ①個人種目 1 種目につき 1,500 円 

  ②リレー種目 1 チームにつき 3,000 円 

  ※悪天候、自然災害または感染症流行等により大会が中止になった場合、及び自己によ 

     る参加辞退、あるいは新型コロナウイルス感染症に係る主催者判断での出場辞退要請

   となった場合でも申込金の返金はしない。 

 

（４）申込方法 ①【Web-SWMSYS】でエントリーを行い、下記（ａ）～（ｄ）を期日までに大会事務 

  局に郵送、もしくは持参すること。なお、（ｅ）申込金は岩手県水泳連盟郵便口座に振 

  り込むこと。 

  ②参加申込書に貼付する申込受領書は複写物とする。 

 

（５）申込締切 令和 3 年 8 月 4 日（水）必着 

 

≪申込必要書類≫ 

（ａ）参加申込書 

   ※岩手県水泳連盟 HP よりダウンロードし、受領証を添付すること 

（ｂ）競技会申込（エントリー）一覧    ※Web-SWMSYS より印刷したもの 

（ｃ）競技会申込（エントリータイム）一覧 ※Web-SWMSYS より印刷したもの 

（ｄ）競技会申込（リレー）一覧      ※Web-SWMSYS より印刷したもの 

（ｅ）申込金               ※振り込んだ後に受領証を（ａ）に貼付すること 

≪郵送先≫ 

 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮 5 丁目 1-11 熊さんビル 3 階 

 岩手県水泳連盟「第 19 回岩手県学童水泳競技大会事務局」宛て 

≪振込先≫ 

 郵便振込 口座番号 ０２３５０－７－９２６５（加入者名；岩手県水泳連盟） 

 ※通信欄には「第 19 回県学童」と記入すること 

≪問い合わせ≫ 

 問い合わせは FAX で受付する（FAX；019-681-7156） 

◆表彰 

（１）各年齢区分及び各種目上位 3 名にメダルを授与する。 

（２）優秀選手賞…各年齢区分男女 1 名ずつに授与する。（合計 12 名） 

（３）各種目の表彰式は行わない。また、優秀選手賞の表彰も行わず通告による発表のみとし、インフォメ 

   ーションでメダル、及び各賞の褒賞品をチームごとに渡す。 

  

◆申込確認 

（１）申込締切後に申し込み状況の確認をメールで各団体（チーム）に送る。なお、訂正については期日を 

   設け、この期間内に受け付けるものとし、受付期間外、及び大会当日の変更は一切認めない。 

（２）種目の変更は、申し込み状況の訂正受付期間に申し出ること。 
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（３）種目の追加は、申込締切後は一切認めない。 

（４）主催者側の理由で申し込み状況、あるいはプログラム掲載内容に間違いがあった場合は申込状況の訂 

   正受付期間以外でも訂正を行う。 

 

◆プログラム・2次要項の公表 

 2 次要項、及びプログラム、タイムテーブルを（一社）岩手県水泳連盟ホームページに掲載するので確認

すること。 

 

◆その他 

（１）プログラムは販売しないため、（一社）岩手県水泳連盟ホームページに掲載されているプログラムを 

   確認すること。 

（２）大会当日の昼食（弁当）のあっせんはしないため、各自で準備すること。 

（３）宿泊は各団体（チーム）で手配すること。 

（４）怪我は主催者側で応急処置は行うが、その後の対応は各団体（チーム）で行うこと。 

 ※傷害保険等の加入も主催者側では行わない。 

 

◆新型コロナウイルス感染症予防対策について 

別紙として（一社）岩手県水泳連盟のホームページに掲載する。なお、最新の情報を参照すること。 

  

 


