
主　　　催 (一財)福井県水泳連盟 中日新聞本社　　　　日刊県民福井

主　　　管 (一財)福井県水泳連盟　　 　敦賀市水泳協会

期　　　日　 2022年7月16日（土）　～　7月17日（日）

会　　　場 敦賀市総合運動公園プール（50ｍ）　

競技方法

① (公財)日本水泳連盟競泳競技規則ならびに本大会規則による。
② 競技は、予選と決勝、Ｂ決勝を行う。ただし、女子８００ｍ自由形と男子１５００ｍ自由形に

ついては、タイムレース決勝とする。申込者が決勝の人数を下回る種目は予選を行わず、
レースのみの決勝タイムレースとして行う。

③ 決勝は予選結果の上位９名が出場出来る。決勝に棄権者が出た場合は、次点上位２名
までに順次出場権を与える。

④ Ｂ決勝は予選申込者が２５名以上の種目に限って行い、予選１０位～１８位の９名が出場
出来る。棄権または決勝へ繰り上げ出場者が出た場合でも１９位以下よりの補充は行わ
ない。

⑤ 決勝進出が同記録で、９名を超えた場合はスイムオフを行う。Ｂ決勝進出が９名を超えた
場合は抽選とする。

⑥ 種目別、男女別で行う。なお、エントリー状況によっては男女合同とすることがある。

競技順序

  第１日目　   第２日目　
No No No

1 400m 個人メドレー 13  200m 個人メドレー 25  200m 平泳ぎ

2 100m 平泳ぎ 14  200m 平泳ぎ 26  200m バタフライ

3 100m 自由形 15  200m バタフライ 27  200m 背泳ぎ

4 100m バタフライ 16  200m 背泳ぎ 28  200m 自由形

5 100m 背泳ぎ 17  200m 自由形 29   50m 平泳ぎ

6 400m 自由形 18   50m 平泳ぎ 30   50m バタフライ

7 400m 個人メドレー 19   50m バタフライ 31   50m 背泳ぎ

8 100m 平泳ぎ 20   50m 背泳ぎ 32   50m 自由形

9 100m 自由形 21   50m 自由形
10 100m バタフライ 22  800m 自由形
11 100m 背泳ぎ 23 1500m 自由形
12 400m 自由形 24  200m 個人メドレー

※No.22=800m自由形は女子種目、No.23=1500ｍ自由形は男子種目とする。
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競技種目
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申込規程

（参加資格）
① 選手は2022年度（公財）日本水泳連盟競技者登録を完了した本県の選手に限る。
② 選手が所属する団体（チーム）も同様に本連盟への団体登録が完了していること。
③ 国民体育大会ふるさと選手制度において、福井県登録が完了している選手の参加は認める。
④ 標準記録は以下の表に定める。標準記録を突破した選手が参加できる。

⑤ 特に参加を認められた選手については、オープン参加とし、大会記録や着順の対象としない。 特別に参加を認められた選手については、オープン参加とし、大会記録や着順の対象としな
い。 なお、オープン参加選手の決勝への進出は３名までとし、オープン参加選手が２名の場
合に限りその競技についてはB決勝を行う。

（参加制限）
① 参加申込は、１人３種目までとし、以下の標準記録を定める。

② エントリーの結果により参加制限を設ける。その場合、締切後、速やかに調整し連絡する。
５０m種目は上位４５名、１００m種目は上位３６名、２００m種目は上位２７名に制限する。

③ 大会当日の記録に標準記録と大きな乖離がある場合、次大会以降の参加申込を団体として
見合わせる場合がある。

(申込方法)
登録団体（参加クラブ・学校）はWeb-SWMSYSにてエントリーを行い、出力した以下のデータを
下記までFAX・E-meilまたは郵送で申し込むこと。申込金の支払いは別添を参照すること。

　　　競技会申し込み（ｴﾝﾄﾘｰTIME）一覧
　　　競技会申込明細表
　　　帯同競技役員申告書
　　　誓約書

（申 込 先）
〒913-0052　　　坂井市三国町運動公園１－４－１　みくにアクアスイムクラブ内
　　　　　　　　　　　福井県水泳連盟　情報システム委員会　エントリー係　　　宛

TEL　０７７６－８２－８８３３　　　FAX　０７７６－８２－６２００
E-mail  　tsuruga.swim@gmail.com

（申 込 金）
個人種目 1種目　　1,200円
プログラム 500円（大会当日に各クラブにお渡します。当日販売はありません。）
撮影許可証 必要ありません。（肖像権には十分ご配慮ください）
【 振込先 】　　　 福井銀行0147 福井中央支店101 普通 6076446
　　　　　　　　　　 一般財団法人福井県水泳連盟 代表理事 山本芳男

　大会確定後に振込納入してください。手数料は、各自でご負担願います。

（申込締切）
　　２０２２年7月7日（木）必着 【Web-SWMSYSの入力期限は7月６日（水）】

　　（申込確認）
　　７月８日～９日の間に「Results of Japan Swimming (https://result.swim.or.jp/)」にて確認を行い、
　　間違いやミスがあった場合には７月９日１３時までにE-mailで報告してください。

E-mail  　tsuruga.swim@gmail.com

種目

50ｍ
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400ｍ
800ｍ
1500ｍ

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
女子

41.7 41.7

03:31.6 03:24.8
01:40.3 01:20.8 01:27.3

06:14.7 06:35.7

01:34.0

22:28.4

48.8

02:55.3 03:08.002:47.3 02:57.6 03:10.3 03:17.702:39.1

38.9 39.0 43.3 43.3 48.7
01:14.7 01:19.1 01:23.1 01:29.2

男子 女子 男子

12:47.8
05:37.6 05:59.9

03:24.6

男子 女子 男子 女子 男子女子



表　　彰

各種目の優勝者に楯を、１～３位に賞状を授与する。

監督者会議

競技会当日、競技開始前の定められた時間に行う。

そ の 他

・「水泳競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき、徹底した対策を行います。
・無観客大会とし、一般・保護者の入場をお断りいたします。
・選手・コーチは会場ではマスクの着用をお願いします。
・参加者は事前の14日前より健康監察を行い、2日前よりチェック表を作成してください。
・感染または濃厚接触者が発生した場合、そのチームの参加者は陰性の証明を以て参加を
　可能とします。陰性証明の提示は必要ありません。
・入場時、選手・引率者は体調等チェック表を入場係に提出し、検温・消毒を行ってください。

（体調等チェック表は参加する日毎に提出ください。最終となる日以降は返却しません。）
・招集は、密集を避けるため３組ずつ行います。時間調整をしてお集まりください。
・更衣室は密集を避けるため利用人数を制限し、入水前・退水後の更衣室を分けて使用します。
　（ロッカーは使用禁止とします。更衣室内には荷物を放置しないこと。）
・コーチ席・応援席は設置しません。また、声を出しての応援は避けてください。
・控え場所では十分間隔を取り、飲食時以外マスク着用でご利用ください。
・競技中の一部で消毒・換気の時間（除菌タイム）を設けます。
・競技役員はマスクもしくはフェイスガードを着用します。役職によっては外す場合があります。
・開閉会式は行いません。
・本大会は帯同競技役員制です。各チーム1名以上できれば複数役員の派遣をお願いします。
　(公認審判員、公認競技役員資格を有する方が望ましく、申込時に申告書を提出のこと)　
　帯同競技役員が出せないチームの参加は認めない。選手・監督を兼任とする参加者が１名
　となるチームについては免除といたします。
　役員協力金を支払い事前申請することのみで、派遣を免除とすることはできませんので
　ご注意ください。余程の事情がある場合は、事前に競技委員長までご相談ください。

今後の新型コロナウィルス感染症発生状況によっては、急遽大会を中止することがあります。



【別添】

　　　感染症拡大防止対策により、参加制限を設けたことで、従来の参加申込に予備エントリーを採用
　することとなりましたのでお知らせいたします。以下の手順により行って下さい。

手順①

　 大会要項の申込方法を参照し、従来通りWeb-SWMSYSにてエントリーを行い、出力したデータを
送付してください。※この時点での参加申込金の入金は行わないで下さい

手順②

参加申込期限後の定められた期日内に、参加申込内容の確認を行って下さい。
エントリーチェック終了後に参加者を確定し、各チームへの請求書をメールにて発行いたしますので、
請求書に記された期日内に参加申込金を、振込にて指定口座に支払い下さい。
同時に、申込金振込明細書の写しを送付して下さい。

注意事項

・　後払いになりますのでご注意ください。先払いされた場合、参加制限による受付不可が生じても　
　　返金はいたしかねます。
・　入金は必ず振込にて行ってください。現金での支払いはいたしかねます。
・　参加申込先、参加申込金の振込先は、大会要項を参照ください。
・　支払期限内に入金されない場合は、記録の公認はいたしません。また、団体として次大会以降
　　の参加申込を見合わせることとなりますので、ご注意ください。

(一財)福井県水泳連盟　競技委員会

本大会の参加申込金の入金について





用紙が不足の場合はコピーしてください。



「福井県選手権水泳競技大会2022」参加

にあたり、出場選手及び引率者の「体調等チェッ

ク表」を作成し提出いたします。

体調等チェック表に記載されたる者、競技会出場

に支障なき健康体であることを証明いたします。

また、上記記入者の中から競技会終了後１４日

以内に新型コロナウィルス感染症の陽性者が出た

場合は速やかに福井県水泳連盟競技委員長まで

報告することを誓約いたします。

登録団体名

代表者名 印

引率責任者名 印

令和４年７月　　日


