第 73 回岩手県高等学校総合体育大会

（３）水 泳
①

競 泳

１ 期 日
(1) 開
場
令和３年６月 18 日(金) 8:00 （会場設営 8:10～ 練習 9:00～）
(2) 会
議
令和３年６月 18 日(金) 10:00～ 監督者会議、役員打ち合わせ
(3) 開 会 式
令和３年６月 18 日(金) 11:00～
(4) 競
技
令和３年６月 18 日(金) 11:30～ 20 日(日)
(5) 閉 会 式
令和３年６月 20 日(日) 競技終了後
２ 会 場
盛岡市立総合プール(50ｍ９レーン･公認)［〒020-0866 盛岡市本宮 5-3-1 ℡ 019-634-0450］
３ 競技種目・競技順序
学校対抗とする
１日目
２日目
３日目
男女 200m 平泳ぎ
予選
男女 200m 自由形
予選
男女 100m 自由形
予選
男女 50m 自由形
予選
男女 200m 背泳ぎ
予選
男女 100m 背泳ぎ
予選
男女 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 予選
男女 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
予選
男女 100m 平泳ぎ
予選
男女 400m 自由形
予選
男女 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 予選
男女 800m ﾌﾘｰﾘﾚｰ
予選
男女 200m バタフライ予選
男女 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 予選
男女 100m 自由形
決勝
男女 400m ﾌﾘｰﾘﾚｰ
予選
女子 800m 自由形 ﾀｲﾑ決勝
男女 100m 背泳ぎ
決勝
男女 200m 平泳ぎ
決勝
男子 1500m 自由形 ﾀｲﾑ決勝
男女 100m 平泳ぎ
決勝
男女 50m 自由形
決勝
男女 200m 自由形
決勝
男女 800m ﾌﾘｰﾘﾚｰ
決勝
男女 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝
男女 200m 背泳ぎ
決勝
男女 400m 自由形
決勝
男女 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
決勝
男女 200m バタフライ決勝
男女 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝
男女 400m ﾌﾘｰﾘﾚｰ
決勝
男女 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 決勝
４ 参加資格
(1) 年齢は平成 14 年４月２日以降生まれた者とする。
但し、
出場は同一競技３回までとし同一学年での出場は、
１回限りとする。第１学年を除き、在学１年未満の者は、参加を認めない。第１学年でも学年の途中で編入
した者は認めない。但し、一家転住等やむを得ない場合は、岩手県高等学校体育連盟会長の許可があればこ
の限りではない。
(2) 令和３年度岩手県高等学校体育連盟加盟校、2021 年度(公財)日本水泳連盟競技者登録を完了した者に限
る。
(3) 高等専門学校の生徒は、３年生まで参加できる。
５ 参加制限
１校、１種目３名以内。１名２種目以内(但し、リレー種目は除く)。
６ 参加申込
(1) 申込方法
1) Ｗｅｂ版ｓｗｍｓｙｓにより必要事項を入力し、申込を行って下さい。
2) Ｗｅｂ版ｓｗｍｓｙｓに入力後、「競技会申込（エントリー）一覧」「競技会申込（エントリータイム）
一覧」「競技会申込（リレー）一覧」を印刷したものと、所定用紙の参加申込書を記入の上、下記申込
先へ郵送して下さい。
3) リレーのみ参加する選手もＷｅｂ版ｓｗｍｓｙｓに入力して下さい。
4) リレー種目のエントリーもＷｅｂ版ｓｗｍｓｙｓに入力して下さい。
＜注意＞プリントアウトした申込一覧を必ず確認の上、発送して下さい。

(2) 申 込 先
岩手県高体連水泳専門部 宛
〒028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅第９地割１番地１号(不来方高等学校内)
TEL 019-697-8247 FAX 019-697-7627
(3) 申込〆切
令和３年５月 18 日(火) 正午必着(厳守)
７ 参加料
個人種目･リレー種目にかかわらず、選手１名につき、６００円
★参加料は、監督会議の際に徴収いたしますので、持参下さい。
８ 宿泊申込
(1)申込方法
「大会宿泊申込書」による。（予納金１名 2,000 円を添えて、申し込みのこと｡）
(2) 申 込 先
旅館ホテル組合盛岡支部
［〒020-0025 盛岡市大沢川原 3-1-2 TEL 019-622-1837 FAX 019-622-1814］
(3) 申込〆切
上記、６－③に同じ。
９ 選手権校決定方法
各個人種目毎に、１位８点、２位７点、以下８位１点。各リレー種目は、１位 16 点、２位 14 点、以下８位
２点とし、得点の多い学校を優勝とする。総合得点が同点の場合は、以下の優先順で決定する。
(1) リレー による得点の多い学校
(2) 入賞者数の多い学校（ただし、リレーは４と計算する）
(3) １位の数の多い学校
(4) ２位の数の多い学校
10 表 彰
(1) 男女とも、各種目３位まで賞状を授与する。
(2) 男女とも、優勝校及び３位まで賞状を授与する。
11 監督者会議
(1) 日 時
令和３年６月 18 日(金) 10:00～
(2) 会 場
盛岡市立総合プール 会議室
12 東北選手権大会について
(1) 決勝８位までの入賞者並びにチームは、東北選手権大会への出場権を与える。
但し、以下の種目については制限タイムを突破しなければ申し込めない。
1) 男子 1500m 自由形 18 分 19 秒 14
2) 女子 800m 自由形 10 分 48 秒 08
3) 男子 4×200m リレー 8 分 51 秒 48
4) 女子 4×200m リレー 10 分 00 秒 00
(2) 東北大会の出場権を得た学校は、必ず大会参加要項を受領すること。
13 その他
(1) プログラム編成の都合上、申込〆切を厳守のこと。
(2) エントリー状況により、競技順序の変更もあり得る。
(3) ６月 18 日(金)の、ウォーミングアップ時間は、9:00～10:30 とする。大会期間中のウォーミングアップの
レーンを男女別とする。詳細は監督者会議資料を確認してください。
(4) 男子 1500ｍ自由形、女子 800ｍ自由形に申込む学校は、選手の泳力を充分に考慮のうえ、参加申込みする
こと。
(5) 選手控え場所（２階フロア、観覧席）は、後日岩手県水泳連盟のホームページに掲載しますので確認くだ
さい。
(6) 各校顧問の先生方には、競技運営上、全ての方に競技役員をお願いすることとなります。現状をご理解の
うえ、ご協力お願いします。
(7) 盛岡地区の高校を中心に会場設営・撤去作業や競技補助員をお願いすることになります。ご協力お願いし
ます。

② 水 球
１ 期
日
令和３年５月 30 日（日） 開会式 10:00
競 技 10:30
２ 会
場
盛岡市立総合プール（公認）［〒020-0866 盛岡市本宮 5-3-1 TEL 019-634-0450］
３ 競技規定
2021 年度（公財）日本水泳連盟水球競技規則によって行う。
４ 競技方法
学校対抗とする
５ 参加資格
(1) 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在学する生徒であること。
(2) 選手は、岩手県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、2021 年度（公財）日本水泳連盟競技者登録を完
了したものに限る。
(3) 年齢は、平成 14 年４月２日以降生まれた者とする。ただし、同一学年での出場は１回限りとする。
６ 参加制限
１チーム
監督１名
選手 13 名
７ 参加料
６,０００円 ★参加料は、監督会議の際に徴収いたしますので、持参下さい。
８ 申込方法
(1) 申込用紙
チーム別参加申込書
申込用紙の選手登録番号は、試合におけるメンバー表、帽子の番号と同一であること。
補欠は事故等、やむを得ない場合のみこれを認める。
(2) 申込締切
令和３年５月 10 日（月）必着
(3) 申込先
〒028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅第９地割１番地１号
岩手県立不来方高等学校内 岩手県高体連水泳専門部 宛
TEL 019-697-8247 FAX 019-697-7627
９ 表
彰
上位３位まで表彰する。
10 組 合 せ
令和３年度岩手県高等学校体育連盟水泳専門部水球委員会の申し合わせ事項に基づき、
監督会議にて行う。
11 監督者会議
(1) 日 時
令和３年５月 30 日（日） 9:00～
(2) 場 所
盛岡市立総合プール 会議室
12 その他
出場者は引率責任者によって引率され、引率責任者は、選手の行動に対して責任を負うものとする。引率
責任者は当該校の職員に限る。

③ 飛込
１ 期
日
令和３年６月 20 日（日）
２ 会
場
盛岡市立総合プール（公認）［〒020-0866 盛岡市本宮 5-3-1 TEL 019-634-0450］
３ 競技規定
2021 年度（公財）日本水泳連盟飛込競技規則によって行う。
４ 競技種目
高 飛 込
３Ｍ飛板飛込

自由選択飛 ５ 種目
自由選択飛 ５ 種目

５ 競技日程
６月 20 日（日）
６月 20 日（日）

男女高飛込
9:30～
男女３Ｍ飛板飛込 10:30～

６ 東北高校選手権の出場について
各種目それぞれの合計点が 100 点（同点可）を越えたものはそれぞれの種目で東北大会に出場することが
できる。
７ 競技方法
すべての競技を決勝とし、得点法とする。
８ 参加資格
(1) 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在学する生徒であること。
(2) 選手は、岩手県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、令和２年度(公財)日本水泳連盟競技者登録を
完了したものに限る。
(3) 年齢は、平成 14 年４月２日以降生まれた者とする。ただし、同一学年での出場は１回限りとする。
９ 参加料
選手１名につき、６００円
★参加料は、監督会議の際に徴収いたしますので、持参下さい。
10 表
彰
男女とも各種目第３位までと総合成績第３位までを表彰する。
11 諸 会 議
監督・代表者会議は６月 20 日（日）９時より盛岡市立総合プール飛込場で行う。
12 申 込 先
〒028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅第９地割１番地１号
岩手県立不来方高等学校内 岩手県高体連水泳専門部 宛
TEL 019-697-8247 FAX 019-697-7627
13 申込締切
令和３年５月 18 日（火）正午必着

