
第69回 九州地区大学体育大会 水泳競技大会 案内 

 

１．主   催  九州地区大学体育協議会 

 

２．競技担当校  西日本短期大学 

 

３．期   日  令和元年7月14日(日)  

 

４．場   所 福岡大学プール（福岡市城南区七隈8丁目19－1） 

 

５．参 加 資 格  各共通要項参加資格にて参加資格要件に該当する者で、日本水泳連盟規則の

規定に基づき登録された競技者のみとする。 

 

６．競 技 方 法 （１）2019年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に準ずる。 

（２）男女別学校対抗戦とする。 

（３）全てタイムレース決勝で行い、着順を決定する。 

（４）同タイムの場合は同着とする。 

（５）本大会の得点は次の通りとする。 

１位/９点 ２位/７点 ３位/６点 ４位/５点 

５位/４点 ６位/３点 ７位/２点 ８位/１点 

（６）スタートは１回とする。 

（７） 男子1500ｍ自由形は30分、女子800ｍ自由形は16分を制限タイムとす

る。これを下回った場合は厳重注意とする。 

 

７．競 技 種 目 

【 男 子 】 自由形       ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ １５００ｍ 

背泳ぎ      １００ｍ ２００ｍ 

平 泳 ぎ     １００ｍ ２００ｍ 

バタフライ    １００ｍ ２００ｍ 

個人メドレー   ２００ｍ ４００ｍ 

リレー      ２００ｍ  

メドレーリレー  ２００ｍ 

【 女 子 】 自由形       ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ 

背 泳 ぎ     １００ｍ ２００ｍ 

平 泳 ぎ     １００ｍ ２００ｍ 

バタフライ    １００ｍ ２００ｍ 

個人メドレー   ２００ｍ ４００ｍ 

リレー      ２００ｍ  

メドレーリレー  ２００ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．競技順序 

[7月14日（日）]          

開 場 9：00                 

開 会 式 10：00 

競技開始 10：20                  

1． 女子  200mメドレーリレー       17.  女子 200m 個人メドレー 

2.  男子  200mメドレーリレー        18.  男子 200m 個人メドレー 

〈  10分休憩   〉          19. 女子 400m 自由形 

3． 女子  800m 自由形               20. 男子 400m 自由形 

4． 男子  1500m 自由形               21. 女子 100m 自由形 

5.  女子  400m 個人メドレー        22. 男子 100m 自由形 

6． 男子  400m 個人メドレー               23. 女子 100m バタフライ 

7. 女子  50m 自由形                      24. 男子 100m バタフライ 

8.  男子  50m 自由形                      25. 女子 100m 背泳ぎ 

9.  女子 200m 自由形                     26. 男子 100m 背泳ぎ 

10. 男子  200m 自由形                     27. 女子 100m 平泳ぎ 

11. 女子 200m バタフライ                 28. 男子 100m 平泳ぎ 

12. 男子 200m バタフライ                    〈  10分休憩   〉                

13. 女子 200m 背泳ぎ                     29. 女子 200m リレー 

14. 男子 200m 背泳ぎ                     30. 男子 200m リレー 

15. 女子 200m 平泳ぎ 

16. 男子 200m 平泳ぎ 

〈  昼休み  〉 

 

９．申込規程 

【制 限】 1大学1種目3名以内、補欠は認めない。 

個人が出場できる種目はリレー種目を除き2種目以内とする。申込以降の変更は一

切認めない。 

【申込方法】夏季大会実施種目は一括して事務局大学（福岡大学）より申込案内をいたしま

す。申込案内に基づき、手続きを行うこと。 

【エントリーについて】 

日本水泳連盟情報管理システム(WEB-SWMSYS)によりエントリーを行う。 

（大会コード：５２１９００７） 

5月24日（金）～6月14日（金）までにWeb-SWMSYS によるエントリーを済ませ、次

の3枚の申込み用紙をプリントアウトし、6月18日（火）必着で競技担当校【西日本

短期大学】に送付すること。 

なお、リレーのみ出場する選手も必ずリレーエントリーを済ませておくこと。 

（１） 競技会申込み(エントリーTIME) データ一覧表 

（２） 競技会申込み(リレー) データ一覧表 

（３） 競技会申込明細表 

 

10.表 彰   男女とも団体３位までとする。総合得点が同点の場合、次の順序に従い決定 

する。 

(1)リレーによる得点の多い大学。 

(2)入賞者の多い大学。 

上記の方法で決定しない場合は同位とする。 

 

 

 

 



11.代表者会議   当日、7月14日（日）の9：15より招集所にて行う。 

※前回優勝校は、優勝杯を必ず持参(返還)すること。 

第６８回体育大会水泳競技総合優勝校 

男子：久留米工業大学  女子：別府溝部短期大学 

 

12.練 習 場   大会前日のプール開放は行わない。 

当日のみ大会会場（プール）を開放する。 

なお、開放時間は次のとおり。 

・当日プール開放 9：00～9：50 

 

13.そ の 他  （１）参加人数が10名以上の大学に対して競技役員から協力の要請を行うの

で、各大学2名の協力をお願いします。 

（２）リレーオーダー用紙の提出について 

【提出期限】 

男女 200m メドレーリレー  9：30まで 

男女 200m リレー     13：00まで 

（３）選手の待機場所はヘリオスプラザです。プール1Fは待機場所として使用

できません。 

（４）駐車場については、係員の指示に従うこと。 

 

14.問い合せ先  【競技担当校】 

〒810-0066 福岡県福岡市中央区福浜1-3-1 

西日本短期大学 学務課 担当：梁瀬 

TEL:092-721-1141 / FAX :092-721-1536 

E-mail:gakumu@nishitan.ac.jp 

【事務局大学】 

〒839-8502 福岡市城南区七隈8丁目19-1 

福岡大学 学生課 

TEL： 092-871-6631 /FAX：092-865-3289 

E-mail: gakuseika@adm.fukuoka-u.ac.jp 

 

＊ 変更、追加が生じた場合は、後日連絡する。 


