
第７６回近畿高等学校選手権水泳競技大会 
兼第９０回日本高等学校選手権水泳競技大会近畿ブロック予選会 

実 施 要 項 

主 催 近畿高等学校体育連盟 (公財)全国高等学校体育連盟 (公財)日本水泳連盟 大阪府教育委員会 和歌山県教育委員会 

主 管 近畿高等学校体育連盟水泳専門部    　　　大阪府高等学校体育連盟水泳専門部 

（一社）和歌山県水泳連盟 

(一財)大阪水泳協会

和歌山県高等学校体育連盟水泳専門部 

１． 期 日・場 所 

競  泳 ７月２２日(金)～２４日(日) 秋葉山公園県民水泳場  和歌山市秋葉町４－１１    TEL 073-445-7300 

※７月２１日(木)  ＜競泳練習日＞   （１２：００～１７：００）＊監督者会議は実施しない 

水  球 ７月１７日(日)～１８日(月) 秋葉山公園県民水泳場   和歌山市秋葉町４－１１ TEL 073-445-7300 

※７月１６日(土) ＜水球練習日＞   （１２：００～１７：００） 

 飛 込 ７月１７日(日) 丸善インテック大阪プール 大阪市港区田中３－１－２０ TEL 06-6571-2010 

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ ７月１７日(日) 東和薬品RACTABドーム（サブプール）門真市三ツ島３－７－１６ TEL 072-881-3715 

２． 競技種目 

（ア）競 泳  （男 子） （女 子） 

 自 由 形 

 背 泳 ぎ 

 平 泳 ぎ 

 バタフライ 

 個人メドレー 

フリーリレー

メドレーリレー

 50m  100m  200m  400m  1500m 

100m  200m 

100m  200m 

100m  200m 

 200m  400m 

4×100m  4×200m 

 4×100m 

 50m  100m  200m  400m  800m 

 100m  200m 

 100m  200m 

 100m  200m 

 200m  400m 

 4×100m 4×200m 

 4×100m 

＊競技方法 

１）競技は男女別、２０２２年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行う。

２）予選はタイムレースで行う。

３）予選の組み合わせは、競技規則第３条４項（３）による。

４）決勝は、予選結果の上位１０名が出場できる。ただし棄権者がでた場合は、補欠１・２より順次出場権を与える。

５）決勝について、同記録で予定人員より増加した場合、50m･100m･200m種目はスイムオフを行う。また 400m以上種目は抽選を

行う。補欠の場合は抽選を行う。

６）学校対抗とし、選手権校の決定は、次の方法による。個人種目は１位８点 ２位７点…８位１点とし、リレー種目は

１位１６点 ２位１４点…８位２点とする。同順位の場合は同得点を与え、得点の最も多い学校を優勝校とする。

（イ）飛 込

[男子]  ①飛板飛込（３ｍ）１１演技種目

・制限選択飛（難易率合計９．５以内） 各群より５演技種目 

・自由選択飛 各群より６演技種目 

②高飛込 １０演技種目 

・制限選択飛（難易率合計７．６以内） 異群より４演技種目 

・自由選択飛 各群より６演技種目 

[女子] ①飛板飛込（３ｍ）１０演技種目 

・制限選択飛（難易率合計９．５以内） 各群より５演技種目 

・自由選択飛 各群より５演技種目 

②高飛込 ９演技種目 

・制限選択飛（難易率合計７．６以内） 異群より４演技種目 

・自由選択飛 各群より５演技種目 

（ウ）水 球：男女別にトーナメント方式により行う（３位決定戦も行う）。 

同点の場合は、ペナルティシュート戦で勝敗を決定する。 



（エ）ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ：［女 子］ ソロ競技（１名） デュエット競技（２名） チーム競技（４～８名）

［男  子］     ソロ競技（１名） デュエット競技（２名） チーム競技（４～８名） 

［ミックス（男女）］ デュエット競技（２名） チーム競技（４～８名） 

３． 競技順序 

（ア）競 泳

第１日目   ７月２２日（金）１０：３０ 開会式 １０：４５ 競技開始 

第２日目  ７月２３（土）１０：３０ 競技開始 

第３日目  ７月２４日（日）１０：３０ 競技開始 

（イ）飛込 ７月１７日（日） ９：３０ 開会式 

①女子飛板飛込 ②男子飛板飛込 ③女子高飛込 ④男子高飛込

（ウ）水球 （第１日目） ７月１７日（日）  ８：３０ 開会式  ９：００ 競技開始 

 （第２日目） ７月１８日（月） ９：００ 競技開始 

（エ）ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ  ７月１７日（日） １２：００ 開会式 １３：００ 競技開始 

１． 女子4×100m フリーリレー（予選） 

２． 男子4×100m フリーリレー（予選） 

３． 女子200m 個人メドレー（予選） 

４． 男子200m 個人メドレー（予選） 

５． 女子100m 自由形（予選） 

６． 男子100m 自由形（予選） 

７． 女子100m 背泳ぎ（予選） 

８． 男子100m 背泳ぎ（予選） 

９． 女子200m 平泳ぎ（予選） 

１０． 男子200m 平泳ぎ（予選） 

２２． 女子4×100m メドレーリレー（予選） 

２３． 男子4×100m メドレーリレー（予選） 

２４． 女子400m 個人メドレー（予選） 

２５． 男子400m 個人メドレー（予選） 

２６． 女子200m 自由形（予選） 

２７． 男子200m 自由形（予選） 

２８． 女子200m 背泳ぎ（予選） 

２９． 男子200m 背泳ぎ（予選） 

３０． 女子200m バタフライ（予選） 

３１． 男子200m バタフライ（予選） 

４３． 女子4×200m フリーリレー（予選） 

４４． 男子4×200m フリーリレー（予選） 

４５． 女子100m 平泳ぎ（予選） 

４６． 男子100m 平泳ぎ（予選） 

４７． 女子400m 自由形（予選） 

４８． 男子400m 自由形（予選） 

４９． 女子50m 自由形（予選） 

５０． 男子50m 自由形（予選） 

５１． 女子100m バタフライ（予選） 

５２． 男子100m バタフライ（予選） 

１１． 男子1500m 自由形(タイム決勝） 

１２． 女子200m 個人メドレー（決勝） 

１３．   男子200m 個人メドレー（決勝） 

１４． 女子100m 自由形（決勝） 

１５． 男子100m 自由形（決勝） 

１６． 女子100m 背泳ぎ（決勝） 

１７． 男子100m 背泳ぎ（決勝） 

１８． 女子200m 平泳ぎ（決勝） 

１９． 男子200m 平泳ぎ（決勝） 

２０． 女子4×100m フリーリレー（決勝） 

２１． 男子4×100m フリーリレー（決勝） 

３２． 女子800m 自由形（タイム決勝） 

３３． 女子400m 個人メドレー（決勝） 　　

３４． 男子400m 個人メドレー（決勝） 　　

３５． 女子200m 背泳ぎ（決勝） 

３６． 男子200m 背泳ぎ（決勝） 

３７． 女子200m バタフライ（決勝） 

３８． 男子200m バタフライ（決勝） 

３９． 女子200m 自由形（決勝） 

４０． 男子200m 自由形（決勝） 

４１． 女子4×100m メドレーリレー（決勝） 

４２． 男子4×100m メドレーリレー（決勝） 

５３． 女子400m 自由形（決勝） 

５４． 男子400m 自由形（決勝） 

５５． 女子50m 自由形（決勝） 

５６． 男子50m 自由形(決勝） 

５７． 女子100m バタフライ（決勝） 

５８． 男子100m バタフライ（決勝） 

５９． 女子100m 平泳ぎ（決勝） 

６０． 男子100m 平泳ぎ（決勝） 

６１． 女子4×200m フリーリレー（決勝） 

６２． 男子4×200m フリーリレー（決勝） 

１０：００ 競技開始 



４． 地域区分 

滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 の各府県 

５． 参加規定 

（ア）参加資格及び参加制限

① 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校(中等教育学校後期課程を含む)に在籍する生徒であること。

② 選手は、府県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、令和４年（２０２２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 年齢は２００３年４月２日以降に生まれた者に限る。ただし、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。

④ チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。

⑤ 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。

⑥ 転校後１年未満の者は参加を認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。

ただし、一家転住等やむをえない場合は、各府県高等学校体育連盟会長の認可があればこの限りでない。

⑦ 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。

⑧ 参加資格の特例

ア 上記①及び②に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、府県高等学校体育連盟が推薦

した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。

イ 上記③のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技３回限りとする。

⑨ 学校教育法第７２条、１１５条、１２４条、１３４条の学校に在籍し、府県高等学校体育連盟の大会に参加を認められた生徒

であること。（参加資格を認める条件や参加に際し守るべき条件を具備すること）

⑩ 競泳、飛込は１校１種目３名以内、１人２種目以内とする。（但し、リレーを除く）

⑪ 競泳は、（公財）日本水泳連盟加盟団体主催の地方予選会（府・県単位）の成績で各種目８位の者（辞退者がある場合は8名）

入賞者またはチームが出場できる。９位以下であっても、日本高等学校選手権大会の標準記録を突破した者またはチームは、主

催団体の推薦を経てその種目に申し込むことができる。なお、フリーリレー、メドレーリレーともに、府 県大会において上位

８位となったレースに出場した４名または府県大会予選・決勝で日本高等学校選手権大会の標準記録 を突破したメンバーの中

から４名と、別に補欠１名を申し込むことができる。ただし、競技の際は個人種目に出場する者 と交代させることができる。

リレー第１泳者の正式時間について、記録は公認されるが、標準記録突破者とはならない。 個人種目は必ずフラットレースで

突破すること。

⑫ 令和4年度（公財）日本水泳連盟の国際大会などの代表選手に選ばれた者で、予選会に出場することができない場合は予選会へ

の出場を免除する。ただし、予選会にエントリーすること。

⑬ 水球は、男子については地方予選会（府・県単位）の上位２チームとし、１チーム監督１名、選手１５名とする。但し、参加

チームが１２チームに満たない場合は、近畿高校選手権の確認事項に従い追加参加させることができる。女子については１チー

ム監督１名、選手１５名とする。

(イ)参加申込及び申込先 

(ウ)競泳・水球は、各府県大会終了後ただちに各府県委員長のもとに申し込み、各府県委員長は一括して申し込み手続きを行う。 

(エ)飛込は、所属加盟団体の推薦を経て、各府県委員長のもとに直接申し込む。なお、ダイブシートに、自分が行う飛込演技の番号

・各称型・飛板又は飛込台の高さ・難易率を記入し、競技前日の指定した時間に飛込プールサイド「ダイブシート投函箱」に

投函すること。 

(オ)ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞは、所属加盟団体の推薦を経て、各府県委員長のもとに直接申し込むこと。 

(カ)各競技種目別に認知書を作成、様式は「和歌山県水泳連盟 更新履歴　特設ページ」からダウンロードすること。  
（ウ）プログラム編成会議

各府県委員長は、認知書を下記プログラム編成会議に一括して持参する。申込金は会議までに振り込むこと。

日 時：  ７月１日（金）  １３：００より 

場 所： 和歌山城ホール 会議室 和歌山県和歌山市七番丁25番地の1 TEL：０７３－４３２－１２１２

（エ）申込金等 その他（参加申込と同時に納めること。②は新型コロナウイルス感染症対策のため各校１部は購入すること。） 

① 参加料【競泳・水球・飛込・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ】 １名につき ４，５００円 

② プログラム（ランキング付き） １部につき １，５００円 

６． 選手権決定 

競泳・飛込・水球とも全国大会の決定方法に準ずる。 

７． 表彰 

 競泳・飛込・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞは３位まで表彰をし、賞状は８位まで授与する。 

水球は３位まで表彰する。 



８． 全国大会への参加資格 

（ア）競 泳

① 決勝レース１位・２位・３位に入賞した者又はチームとする。

② 本大会において予選・決勝を問わず、下記標準記録を突破した者とする（各府県大会の記録だけでは出場できない）

 《特例》各府県より全国大会出場者を最低男女各１名ずつ計２名までの推薦を認める。 

 （条件）  ① 本大会において、全国大会に出場資格を得なかった府県は、自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの各１００ｍ、 

２００ｍ、２００ｍ個人メドレー及び５０ｍ自由形で、本大会において標準記録に最も近い記録樹立者男女各１名、 

１種目のみとする。 

② 標準記録突破者がいても、男女にまたがっていない場合は欠けている方について１名とする。 

（例：突破者が男子のみの場合は女子１名となる）

（注意）  ① フリーリレー・メドレーリレーは、地域大会において出場資格を得たメンバーのみとする。但し、補欠については各１

名を認める。 

② リレー第１泳者の正式時間については、記録は公認されるが、標準記録突破者とはならない。

（個人種目は必ずフラットレースで突破すること） 

③ 警報などによりブロック大会が中止となった場合、各府県大会の結果を採用する。 

２０２２年全国高等学校総合体育大会水泳競技標準記録一覧表 

種目 距離 男子 女子 

自由形 

５０ｍ ※２４．０９ ２７．１５ 

１００ｍ ※５２．４５ ５８．８１ 

２００ｍ ※１：５４．５１ ※２：０６．８３

４００ｍ ４：０３．４７ ※４：２６．４１

８００ｍ ９：１１．１３ 

１５００ｍ １６：１６．２５ 

背泳ぎ 
１００ｍ ５９．０３ ※１：０５．０８

２００ｍ ２：０８．７４ ※２：１９．５６

平泳ぎ 
１００ｍ ※１：０４．４２ ※１：１２．８４

２００ｍ ※２：１９．２２ ※２：３５．７１

バタフライ 
１００ｍ ※５６．０３ ※１：０２．６８

２００ｍ ※２：０４．０５ ２：１８．１９ 

個人メドレー 
２００ｍ ※２：０８．２０ ２：２２．６３ 

４００ｍ ４：３３．４４ ５：０３．１４ 

フリーリレー
４×１００ｍ ３：３６．３１ ４：０２．２６ 

４×２００ｍ ７：５２．８１ ８：４５．９８ 

メドレーリレー ４×１００ｍ ３：５６．６８ ４：２６．１６ 

※印今年度改定

（イ）飛 込

種 目 男 子 女 子 種 目 男 子 女 子

飛板飛込 11演技 323.00 10演技 285.00 高飛込 10演技 288.00 9演技 260.00 

（ウ）水 球  本大会において上位３チームまでとする。

９． 大会本部宿舎 

ダイワロイネットホテル 〒640-8156 和歌山県和歌山市七番丁２６−１ TEL ０７３－４３５－００５５ 

１０．宿泊・弁当 

競泳・水球については、下記の指定斡旋業者を通じて、別紙宿泊要項、宿泊申込書等に従い申し込むこと。 

飛込・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞについては、宿泊の希望があれば直接下記の担当まで問い合わせるようにすること。 

指定斡旋業者  東武トップツアーズ 和歌山支店   担当 井上 裕貴 

TEL：073-425-3211  


