
　

１.主催・主管 （一社）福岡県水泳連盟

２．共　催 福岡県選手強化推進実行委員会

３．後　援 福岡県教育委員会.（公財）福岡県スポーツ協会.（公財）福岡市スポーツ協会

４．協　賛 東京海上日動火災保険㈱　ミズノ㈱　㈱シック（有）東洋電子システム

５．期　日 7月2日（土）～7月3日（日） 開門6時30分・監督コーチ開場7時・選手開場7時15分

６．会　場 福岡市総合西市民プール（５０ｍ×１０レーン　公認）

〒819-0046 福岡県福岡市西区西の丘1丁目４－１

７．公式計時 SEIKO

８．競技方法

　①競技は（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により実施する。

　②男女とも10歳以下、１１～12歳、13～14歳、チャンピオンシップ（CS）の年齢区分で行う。

　③参加年齢の決定は全国大会当日1日目（8月22日）の満年齢による。

　④全レースタイム決勝で行う。

　⑤レース、１日目12歳以下区分、但し800m.1500ｍは1日目に行う。

　　 2日目13歳以上区分で行い、表彰は各年齢区分で行う。

　　 OPEN参加者は表彰の対象とはならない。

　⑥全競技終了後、タイムトライアルレースを実施する。

　　出場制限・詳細はタイムトライアル要項を参照。

９．参加資格

　①（公財）日本水泳連盟登録競技者（2022年度の登録完了者）

　②2022年度からの公式、競技会において水泳資格級の３級程度の泳力を有する者。その

　　種目（距離）に申し込むことができる。

　　ただし、800ｍ・1500ｍにおいては15歳～16歳水泳資格表8級（同記録でも可）の突破者とする。

　③当該年齢区分に種目が無い場合、上位の年齢区分での出場資格を有する者は、その種目に

　　申し込むことができる。

　※（公財）日本水泳連盟公認サイト「スイムレコードどっとこむ」に登録されている大会。

　④他県からの参加選手はオープン参加とし表彰の対象としない。

10．競技種目（800m・1500mを除く種目は、男女とも同じ）

種　　　目 10才以下

　自　由　形 50ｍ

　平　泳　ぎ 50ｍ

　バタフライ 50ｍ

　背　泳　ぎ 50ｍ

　個人メドレー 200ｍ

メドレーリレー
フリーリレー

4×50ｍ

リレー種目コード10才以下（01）11～12才（02）13～14才（03）ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ（04）

（１）

200・400ｍ

4×100ｍ

チャンピオンシップ（CS）

50・100・200・400ｍ
（女）800ｍ・（男）1500ｍ

100・200ｍ

100・200ｍ

100・200ｍ

200・400ｍ

4×100ｍ

13才～１4才

50・100・200・400ｍ

100・200ｍ

100・200ｍ

100・200ｍ

　　　　　　　　　　　　　　第45回（2022年度）全国JOCジュニアオリンピックカップ

　　　　　　　　　　　　　　　夏季水泳競技大会福岡県予選会実施要項

【大会コード：402260１】

11才～１2才

50・100・200ｍ

50・100ｍ

50・100ｍ

50・100ｍ

200ｍ

4×50ｍ



11．競技順序 別紙・競技順序参照

（選手権区分は福岡県選手権の競技です。重複して申し込めません）

12．参加制限 　

　①出場は1人３種目以内（リレーは除く）

　②リレー種目は年齢別区分に、個人種目出場者で構成する。

13．表　彰

　①最優秀選手賞は、最も優秀であった男女1名を表彰する。

　②優秀選手賞は、年齢区分別に男女各1名を表彰する。

　③各種目の入賞者には、１位～3位にメダルを授与する。

　④最優秀選手賞・優秀選手賞は選考委員会において選考する。但し、優秀な記録がない場合は

　　該当者なしとする。

14．申込方法

　①申込はWeb-SWMSYSにて６月１２日（日）23時59分迄にエントリーの申込を行う。

　②申込締切日　　2022年６月１４日（火）正午必着

　　参加団体は、システムから印刷した◎競技会申込明細表◎競技会申込（エントリーＴＩＭＥ）

　　データ一覧表に申込金を添えて（一社）福岡県水泳連盟に提出する。

　③（振込先）郵便振替口座　01770-1-80255

口座名　福岡県水泳連盟

15．申込先 （一社）福岡県水泳連盟　　℡092-623-5367

〒812-0852　福岡市博多区東平尾公園2-1-3

福岡県立総合プール内

15．参加料 1人1種目につき１，４００円 リレー種目　１，５００円/１種目

プログラム予約販売１，０００円　当日販売は１，５００円

16．国民体育大会代表選手の選考

　　　本大会の国民体育大会実施の種目の記録は、代表選手選考会の選考対象となる。

18．エントリー確認

　　６月１５日（水）～６月１６日（木）迄の２日間下記のホームページにて確認できる。

　　申込みしたエントリーと間違いがあった場合は、エントリー申込み時にWeb-SWMSYSより印刷した

　　【競技会申込一覧】を用いて用紙余白に訂正箇所を明記の上、福岡県水泳連盟事務局にＦＡＸして

　　下さい。６月１６日（木）２４時までを有効とし、以降到着した訂正申込は、大会プログラムに反映され

　　ませんのでご了承下さい。

　　FAX番号　092-623-5382

　　確認ホームページ　（東洋電子ホームページ）　http://www.tdsystem.co.jp

19．個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて

　　①競技はインターネットによるライブ配信サービスを実施する予定。

　　②スイムレコードモバイルにて超速報サービスを実施する。

（２）



　　※エントリーが完了した時点で「公式競技会及び公認競技会における個人情報及び肖像権に関わる

　　　取扱いについて」にご承諾いただいたものとし、対応させていただきます。

20．監督者会議は行いません。

　　※監督者配布資料等は福岡県水泳連盟ホームページに掲載しますので必ずご確認下さい。

21．その他

　　①駐車場のスペースが十分ではありませんので、駐車許可証の無い車は駐車できません。

　　②会場の通信環境、システムの状況によりライブ配信サービス・超速報サービスを予告なく変更中止

　　　する場合がございます。

　　③Webエントリー締切後に標準記録確認を行い、参加資格の無い選手・種目が確認された場合は該当

　　　するエントリーを取り消します。なお、取り消された参加費等の返金は行いません。

　　　※参加資格を満たしていないエントリーが発覚した場合は参加資格調査費用として1種目につき

　　　　１０，０００円（税込）を徴収します。

　　④新型コロナウイルス感染拡大防止のため試合は『無観客』で行います。

  　⑤大会参加に際しては、所属団体の責任者が引率するとともに、万一の事故に備えて、傷害保険

　　　に加入しておくことなど、万全の事故対策を講じておくこと。

　　⑥個人情報について

　　   大会時に競技結果を掲示しますので、氏名・年齢等が表示されることを了承の上申込む事。

　　⑦ADカードの配布を行います。

　　⑧大会時の水着の着用については、（公財）日本水泳連盟の規定に基づきます。

　　⑨天災等による大会中止は参加料の返金は行いません。

　　　新型コロナウイルス感染防止対策による行政等の指導で大会が中止になった場合は、それまでに

　　　掛かった経費を差し引いて参加料の返金を行います。

　　⑩今大会は入場時の危険回避、スペース等の有効利用を目的に選手控え場所および観客席の割振りを

　　　行います。事前に福岡県水泳連盟ホームページで公開いたします。

　　　ご了承いただいた上でエントリー下さいますようお願い申し上げます。

　　

（３）



　 タイムトライアルレース（実施要項）

１．主催・主管 （一社）福岡県水泳連盟

２．共　催 福岡県選手強化推進実行委員会

３．後　援 福岡県教育委員会.（公財）福岡県スポーツ協会.（公財）福岡市スポーツ協会

４．協　賛 東京海上日動火災保険㈱　ミズノ㈱　㈱シック（有）東洋電子システム

５．期　日 7月２日（土）～７月３日（日）本戦終了後に実施予定。

６．会　場 福岡市総合西市民プール（５０ｍ×１０レーン　公認）

〒819-0046 福岡県福岡市西区西の丘1丁目４－１

７．参加資格 （１）本大会エントリー種目のみ出場できる。なお参加資格は下記大会標準記録突破を

　目指す選手に限る。

　なお、本戦において目標標準記録に対し50ｍ+0.59秒以内・100ｍ+1.09秒以内

　200ｍ+2.09秒以内の記録を樹立した選手のみ参加できる。

※自己ベスト記録での申請は認めない。

※競技種目は50m～200ｍ種目のみ(400ｍ以上の競技及びリレー競技は実施しない）

※競技日以外の種目のエントリーは認めない。

（当日の本戦に出場した種目のみ出場できる）

（２）タイムトライアル対象競技会

　　①第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

　　②第98回日本学生選手権水泳大会

　　③第77回国民体育大会水泳競技大会

　　④日本記録（学童・中学・高校記録を含む）

（３）競技は無差別（全区分合同）にて実施する。

８．競技種目 50m～200ｍ種目のみ(400ｍ以上の競技及びリレー競技は実施しない）

※競技順序はプログラム順とする。なおエントリーがない競技は詰めて実施する。

９．参加料 無料　但し、前項７（１）を満たしていない選手はエントリー出来ない。

10．申込方法 専用申込み用紙に必要事項を記入のうえ、大会本部に申込み用紙を提出して下さい。

11．申込締切 1日目　男子１５００ｍ自由形タイム決勝終了後締切。

2日目　男子４００ｍ個人メドレータイム決勝終了後締切

※上記締切時間を変更する場合は、場内放送にてお知らせをします。

12．エントリーの事前確認について

エントリー確認後、速報掲示板にてスタートリストを公開する。

もしも申込みしたエントリーと相違があった場合は速やかに大会本部にお申し出ください。

13．表　彰 順位の表彰は行わない。

14．競技方法 （１）（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により実施する。

（２)各種目とも、全てタイムレースで実施する。

15．その他 （1）競技予定時間・競技順序は申込み状況により変化しますので、申込み確定後に速報掲示板

　　にてお知らせします。

※競技予定時間等を速やかに確定するため、申込み締切時刻の厳守をお願いします。

（1）

2022年度　福岡県選手権水泳競技大会　兼　第77回国民体育大会水泳競技福岡県予選会

兼　第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳大会福岡県予選会

【大会コード：4022606】



2022年度　福岡県選手権水泳競技大会兼　第77回国民体育大会水泳競技福岡県予選大会

兼　第45回全国JOC夏季水泳競技大会福岡県予選会

期日：7月2日（土）～7月3日（日）　会場：福岡市総合西市民プール（５０ｍ公認10レーン）

競　　技　　順　　序 【第１日】

７月２日（土曜日）

№　１ 女子 200ｍ 個人メドレー １０才以下 T決勝

№　２ 男子 200ｍ 個人メドレー １０才以下 T決勝

№　３ 女子 200ｍ 個人メドレー １１～１２才 T決勝

№　４ 男子 200ｍ 個人メドレー １１～１２才 T決勝

№　５ 女子 200ｍ 個人メドレー 選手権 予選

№　６ 男子 200ｍ 個人メドレー 選手権 予選

№　７ 女子 200ｍ 自由形 １１～１２才 T決勝

№　８ 男子 200ｍ 自由形 １１～１２才 T決勝

№　９ 女子 200ｍ 自由形 選手権 予選

№　１０ 男子 200ｍ 自由形 選手権 予選

№　１１ 女子 4×50ｍ メドレーリレー １０才以下 T決勝

№　１２ 男子 4×50ｍ メドレーリレー １０才以下 T決勝

№　１３ 女子 4×50ｍ メドレーリレー １１～１２才 T決勝

№　１４ 男子 4×50ｍ メドレーリレー １１～１２才 T決勝

№　１５ 女子 100ｍ 平泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　１６ 男子 100ｍ 平泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　１７ 女子 100ｍ 平泳ぎ 選手権 予選

№　１８ 男子 100ｍ 平泳ぎ 選手権 予選

№　１９ 女子 100ｍ バタフライ １１～１２才 T決勝

№　２０ 男子 100ｍ バタフライ １１～１２才 T決勝

№　２１ 女子 100ｍ バタフライ 選手権 予選

№　２２ 男子 100ｍ バタフライ 選手権 予選

№　２３ 女子 100ｍ 背泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　２４ 男子 100ｍ 背泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　２５ 女子 100ｍ 背泳ぎ 選手権 予選

№　２６ 男子 100ｍ 背泳ぎ 選手権 予選

№　２７ 女子 50ｍ 自由形 １０才以下 T決勝

№　２８ 男子 50ｍ 自由形 １０才以下 T決勝

№　２９ 女子 50ｍ 自由形 １１～１２才 T決勝

№　３０ 男子 50ｍ 自由形 １１～１２才 T決勝

(1)



№　３１ 女子 50ｍ 自由形 選手権 予選

№　３２ 男子 50ｍ 自由形 選手権 予選

№　３３ 女子 50ｍ 平泳ぎ １０才以下 T決勝

№　３４ 男子 50ｍ 平泳ぎ １０才以下 T決勝

№　３５ 女子 50ｍ 平泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　３６ 男子 50ｍ 平泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　３７ 女子 50ｍ バタフライ １０才以下 T決勝

№　３８ 男子 50ｍ バタフライ １０才以下 T決勝

№　３９ 女子 50ｍ バタフライ １１～１２才 T決勝

№　４０ 男子 50ｍ バタフライ １１～１２才 T決勝

№　４１ 女子 50ｍ 背泳ぎ １０才以下 T決勝

№　４２ 男子 50ｍ 背泳ぎ １０才以下 T決勝

№　４３ 女子 50ｍ 背泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　４４ 男子 50ｍ 背泳ぎ １１～１２才 T決勝

№　４５ 女子 100ｍ 自由形 １１～１２才 T決勝

№　４６ 男子 100ｍ 自由形 １１～１２才 T決勝

№　４７ 女子 800ｍ 自由形 CS/選手権 T決勝

№　４８ 男子 1500ｍ 自由形 CS/選手権 T決勝

№　４９ 女子 200ｍ 個人メドレー 選手権 決勝

№　５０ 男子 200ｍ 個人メドレー 選手権 決勝

№　５１ 女子 200ｍ 自由形 選手権 決勝

№　５２ 男子 200ｍ 自由形 選手権 決勝

№　５３ 女子 100ｍ 平泳ぎ 選手権 決勝

№　５４ 男子 100ｍ 平泳ぎ 選手権 決勝

№　５５ 女子 100ｍ バタフライ 選手権 決勝

№　５６ 男子 100ｍ バタフライ 選手権 決勝

№　５７ 女子 100ｍ 背泳ぎ 選手権 決勝

№　５８ 男子 100ｍ 背泳ぎ 選手権 決勝

№　５９ 女子 50ｍ 自由形 選手権 決勝

№　６０ 男子 50ｍ 自由形 選手権 決勝

№　６１ 女子 4×50ｍ フリーリレー １０才以下 T決勝

№　６２ 男子 4×50ｍ フリーリレー １０才以下 T決勝

№　６３ 女子 4×50ｍ フリーリレー １１～１２才 T決勝

№　６４ 男子 4×50ｍ フリーリレー １１～１２才 T決勝

　※競技終了後タイムトライアルレースを行います

(2)



2022年度　福岡県選手権水泳競技大会兼　第77回国民体育大会水泳競技福岡県予選大会

兼　第45回全国JOC夏季水泳競技大会福岡県予選会

期日：7月2日（土）～7月3日（日）　会場：福岡市総合西市民プール（５０ｍ公認10レーン）

競　　技　　順　　序 【第２日】

７月３日（日曜日）

№　６５ 女子 4×100ｍ メドレーリレー 13才以上 T決勝

№　６６ 男子 4×100ｍ メドレーリレー 13才以上 T決勝

№　６７ 女子 200ｍ 個人メドレー 13才以上 T決勝

№　６８ 男子 200ｍ 個人メドレー 13才以上 T決勝

№　６９ 女子 200ｍ 自由形 13才以上 T決勝

№　７０ 男子 200ｍ 自由形 13才以上 T決勝

№　７１ 女子 200ｍ 平泳ぎ 13才以上 T決勝

№　７２ 男子 200ｍ 平泳ぎ 13才以上 T決勝

№　７３ 女子 200ｍ バタフライ 13才以上 T決勝

№　７４ 男子 200ｍ バタフライ 13才以上 T決勝

№　７５ 女子 200ｍ 背泳ぎ 13才以上 T決勝

№　７６ 男子 200ｍ 背泳ぎ 13才以上 T決勝

№　７７ 女子 200ｍ 平泳ぎ 選手権 予選

№　７８ 男子 200ｍ 平泳ぎ 選手権 予選

№　７９ 女子 200ｍ バタフライ 選手権 予選

№　８０ 男子 200ｍ バタフライ 選手権 予選

№　８１ 女子 200ｍ 背泳ぎ 選手権 予選

№　８２ 男子 200ｍ 背泳ぎ 選手権 予選

№　８３ 女子 100ｍ 自由形 選手権 予選

№　８４ 男子 100ｍ 自由形 選手権 予選

№　８５ 女子 50ｍ 自由形 13才以上 T決勝

№　８６ 男子 50ｍ 自由形 13才以上 T決勝

№　８７ 女子 100ｍ 平泳ぎ 13才以上 T決勝

№　８８ 男子 100ｍ 平泳ぎ 13才以上 T決勝

№　８９ 女子 100ｍ バタフライ 13才以上 T決勝

№　９０ 男子 100ｍ バタフライ 13才以上 T決勝

№　９１ 女子 100ｍ 背泳ぎ 13才以上 T決勝

№　９２ 男子 100ｍ 背泳ぎ 13才以上 T決勝

№　９３ 女子 100ｍ 自由形 13才以上 T決勝

№　９４ 男子 100ｍ 自由形 13才以上 T決勝

№　９５ 女子 50ｍ 平泳ぎ 選手権 予選
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№　９６ 男子 50ｍ 平泳ぎ 選手権 予選

№　９７ 女子 50ｍ バタフライ 選手権 予選

№　９８ 男子 50ｍ バタフライ 選手権 予選

№　９９ 女子 50ｍ 背泳ぎ 選手権 予選

№　１００ 男子 50ｍ 背泳ぎ 選手権 予選

№　１０１ 女子 400ｍ 個人メドレー 13才以上・選手権 T決勝

№　１０２ 男子 400ｍ 個人メドレー 13才以上・選手権 T決勝

№　１０３ 女子 400ｍ 自由形 13才以上・選手権 T決勝

№　１０４ 男子 400ｍ 自由形 13才以上・選手権 T決勝

№　１０５ 女子 200ｍ 平泳ぎ 選手権 決勝

№　１０６ 男子 200ｍ 平泳ぎ 選手権 決勝

№　１０７ 女子 200ｍ バタフライ 選手権 決勝

№　１０８ 男子 200ｍ バタフライ 選手権 決勝

№　１０９ 女子 200ｍ 背泳ぎ 選手権 決勝

№　１１０ 男子 200ｍ 背泳ぎ 選手権 決勝

№　１１１ 女子 100ｍ 自由形 選手権 決勝

№　１１２ 男子 100ｍ 自由形 選手権 決勝

№　１１３ 女子 50ｍ 平泳ぎ 選手権 決勝

№　１１４ 男子 50ｍ 平泳ぎ 選手権 決勝

№　１１５ 女子 50ｍ バタフライ 選手権 決勝

№　１１６ 男子 50ｍ バタフライ 選手権 決勝

№　１１７ 女子 50ｍ 背泳ぎ 選手権 決勝

№　１１８ 男子 50ｍ 背泳ぎ 選手権 決勝

№　１１９ 女子 4×100ｍ フリーリレー 13才以上 T決勝

№　１２０ 男子 4×100ｍ フリーリレー 13才以上 T決勝

　※競技終了後タイムトライアルレースを行います
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　　平素は（一社）福岡県水泳連盟の活動にご理解、協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　当連盟では、新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先として、大会中止、参加制限等さまざまな対策を講じて大会

を開催してまいりました。

　今大会も（公財）日本水泳連盟・感染拡大防止ガイドラインに沿って細心の注意を払い、参加者の皆様に安全で安心

な大会を運営してまいります。会場内では場内指令・競技役員の指示に従って行動して下さい。

１．感染拡大防止のため各団体で用意いただくもの。

　（１）消毒液・タオル等（控え場所周辺の定期的な消毒のため）。

　（２）手指消毒液。

　（３）マスク（予備として・参加者のマスク紛失時の対応のため）。

　（４）脱衣袋※1人１枚（招集所・更衣室で衣類等の接触を防止する為にユニホームなど全て入る大きさのもの）・。

　（５）更衣用テント（更衣室の混雑防止のため、各団体にて設置にご協力ください）。

　（６）油性マジックペン（脱衣袋や個人の持ち物、ペットボトル等への記入のため）。

２．来場前にお願いすること。

　※大会当日もしくは大会の数日前から体調不良がある場合は、ご来場をお控えください。

　（１）各参加団体にて体温測定をお願いします。

　（２）体温測定結果やその他の情報を別紙「体温確認表」に記入してください

　（３）朝のウォーミングアップ前の更衣室混雑緩和のため、練習水着を着用の上ご来場ください

３．会場到着後にお願いすること

　※体調不良がある場合は、入館しないでください。

　（１）入場前にマスクとADカードを着用してください。※ADカードがないと会場にはは入れません。

　（２）指定入場口より入場して下さい。入場時に手消毒をお願いします。

４．会場内でお願いすること。

　※以下の事項は変更・追加する場合があります。

　（１）会場内では常にマスクを着用し、できるだけ密にならないように人との間隔を空け、会話も控えてください。

　　　また、地区をまたいだ交流はできるだけ控えてください。

　（２）更衣室内混雑緩和のため、各団体控えの更衣用テントの設置にご協力ください。

　（３）定期的に館内消毒のため競技を中断します。ご持参された消毒液を使用して身の回りの消毒のご協力を

　　　お願いします。

　（４）アップ時、レース時に脱いだジャージやマスク等は全て袋に入れて管理してください。

　　　※更衣室を使用する際は、脱衣して衣類（靴を含む）を袋にまとめて入れてからアリーナ内にお持ちください。

　　　※レース時は脱衣した衣類（靴を含む）を袋に入れてから脱衣ケースに入れてください。

　（５）招集方法が大きく変更になります。召集員はできるだけ声を発生せず、ADカードに記載された項目を提示しての

　　　招集を行います。ADカードを首から下げ、招集員に見せてください。

　　　※選手もこれまでの「返事」ではなく、「挙手」と「ADカード・ADカードに記載された項目提示」で招集を受ける

　　　　ようになります。

　（６）ゴミは各団体でお持ち帰りください。

５．その他

　（公財）日本水泳連盟が示したガイドライン（別紙参照）を必ず確認して下さい。

参加団体の皆様へ


