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2020 年度兵庫県高等学校 3 年生水泳競技大会 

兵庫県高等学校総合体育大会代替大会 

第 73 回 兵庫県高等学校選手権水泳競技大会代替大会 

 

主    催  兵庫県高等学校体育連盟・兵庫県教育委員会・(公財)兵庫県体育協会 

（一社）兵庫県水泳連盟 

主    管  兵庫県高等学校体育連盟水泳専門部 

後    援  神戸新聞社・サンテレビジョン・ラジオ関西 

日    時  競泳 2020 年 7 月 24 日（金）～7月 25 日（土） 

         水球  2020 年 8 月 1 日（土）～8月 2 日（日）予定 

場    所  競泳 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター(50m 屋内 8 ｺｰｽ) 

《神戸市中央区港島中町 6-12-1》 

         水球  兵庫県立尼崎北高等学校 

             《尼崎市塚口町 5-40-1》 

【 競泳競技 】 

１． 競技方法 

（１） 競技は、2020 年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により、種目別、男女別に行う。 

（２） 競技は、すべてタイムレース決勝で行う。 

２． 競技種目 

 
 
 
 
 
 
 
 

３． 競技順序 

（第１日目）８時開門・１０時競技開始   （第２日目）８時開門・１０時競技開始 
   １．女子 100m 背泳ぎ           １３．女子 200m 背泳ぎ 
   ２．男子 100m 背泳ぎ           １４．男子 200m 背泳ぎ 
   ３．女子 200m 個人メドレー        １５．女子 400m 個人メドレー 
   ４．男子 200m 個人メドレー        １６．男子 400m 個人メドレー 
   ５．女子 100m 自由形           １７．女子 200m 自由形 
   ６．男子 100m 自由形           １８．男子 200m 自由形 
   ７．女子 200m バタフライ         １９．女子 100m 平泳ぎ 
   ８．男子 200m バタフライ         ２０．男子 100m 平泳ぎ 
   ９．女子 200m 平泳ぎ           ２１．女子 100m バタフライ 
  １０．男子 200m 平泳ぎ           ２２．男子 100m バタフライ 
  １１．女子 400m 自由形           ２３．女子 50m 自由形 
  １２．男子 400m 自由形           ２４．男子 50m 自由形 

 
 
 
 

 

種  目 男   子 女   子 
自 由 形 ５０ｍ １００ｍ ２００ｍ

４００ｍ 
５０ｍ １００ｍ ２００ｍ 

４００ｍ 
背 泳 ぎ １００ｍ ２００ｍ １００ｍ ２００ｍ 
平 泳 ぎ １００ｍ ２００ｍ １００ｍ ２００ｍ 
バタフライ １００ｍ ２００ｍ １００ｍ ２００ｍ 
個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２００ｍ ４００ｍ ２００ｍ ４００ｍ 
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４． 申込規定 

（１） 資格 

（a） 選手は、学校教育法第一条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 

（b） 選手は、兵庫県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、2020 年度の（公財）日本水泳連盟

競技者登録を完了した者に限る。 

（c） 高校 3 年生に限る 

（d） 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。 

（e） 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。 

（f） 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ならびに保護者の承認を必

要とする。 

 

（２） 参加制限 

1 名 2 種目以内とする。 

申込〆切後の出場者・出場種目の変更はできない。 

（３） 参加申込 

Ｗｅｂエントリー（Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳを利用した申し込み） 

学校長認知書、保護者同意書（マネージャーを含む）を提出してください。 

参加料 1 名 2,000 円（参加料 1,200 円・プログラム 800 円） 

速  報 後日、各校へメールにて送付します。 

（４） 申込場所 

各地区委員の高等学校へ郵送もしくは持参。 

阪神地区 雲雀丘学園 矢野浩章  神戸地区 北須磨 明部洋明 

東播地区 加古川西 神尾浩史   西播・但馬地区 姫路商業 戸田辰徳 

丹有地区 北摂三田 米正竜太   淡路地区 洲本 仲野克彦 

（５） 振込先 

普通口座
みなと銀行・野里支店 郵便局振込み口座
 ４５４－３６２８５１９   １４３００－１７８５４３６１

  ※依頼人は 『学校番号＋学校名』 で振込で下さい。(兵庫県立等は省いて下さい）

名　義
 県高体連水泳部 兵庫県高等学校体育連盟水泳部
 ｹﾝ ｺｳ ﾀｲ ﾚﾝ ｽｲ ｴｲ  ﾌﾞ ﾋｮｳｺﾞｹﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲｽｲｴｲﾌﾞ

 

（６） 申込〆切 

2020 年７月８日（水） 参加料の振込は７月 13 日(月)からお願いします。 

５． 表彰  

賞状は 8位まで授与する。 

 

６． その他 

（１） 大会当日、出場校の引率の先生は、必ず学校受付をして下さい。 

受付が済まない学校は出場できません。受付は 8：00 からです。 

（２） 競技役員は各学校で責任をもって務めてください。役員のミーティングは 9：30 より行います。 

（３） 大会参加に際して提供される個人情報は大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用

することはありません。 

  （４）  警報発令時について、大会当日 6 時現在、神戸市に大雨・洪水・暴風の警報が発令している場

合は、中止とする。 

  （５）  無観客で大会を行います。参加選手と 3 年生マネージャーのみの参加です。 

  （６）  尚、新型コロナウィルス感染症の状況により、大会を中止することもあります。 
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【 水球競技 】 

１．競技方法 

  （１） 競技は 2020 年度 (公財) 日本水泳連盟水球競技規則による。 

（２） 試合はリーグ戦とし、他の場合は参加チーム数によってトーナメントを行う場合もある。 

前年度の県高校ジュニア選手権の成績でシードする。 

（３） リーグ戦は、勝ち点制（勝ち 3 点、PT 勝ち２点、PT 負け１点、負け 0 点）により順位を決定す

る。棄権は 0-20 で敗戦とする。勝ち点同点の場合は当該チーム同士の①勝ち点②得失点③総得点で

順位を決定する。同点の場合は同順位とする。 

２．申込規定 

（１） 資 格   競泳の出場資格の項(a)～(g)までと同じ。 

（２） 制 限   1 チームの人数は､登録選手数とし、出場およびベンチ入りは監督 1 名、コーチ 2

名以内、選手 15 名以内とする。 

（３） 方 法   申込用紙〈巻末様式８〉に必要事項（連絡先の住所・宛名・メールアドレス）を記

入し、締切日までにメール(Excel で作成して下さい)で申込用紙を送付する。学校長

の氏名、学校長印を押印し、試合当日、原本を試合会場で本部に提出する。 

（４） 参加料   1 チーム 15,000 円 申込時に下記の銀行の指定口座に振り込む。 

（５） 指定口座  住信 SBI ネット銀行 イチゴ支店(101) 普通預金口座番号 7640083 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋｻｼ 

（６） 申込場所  兵庫県立尼崎北高等学校内 兵庫県高体連水泳専門部 水球競技委員長  

水上 尚志 宛 

①  メール(gopet0501@yahoo.co.jp)で申込ファイルを添付し送信する。 

（７） 締切日  メール送付および参加料の振込は 2020 年 7 月 8 日(水)とする。 

３．表 彰   1 位～3 位までとする。 

４．その他      

（１） 男女とも今大会の順位を県高校ジュニア大会のシード順位とする。 

  （２） 警報発令時について、大会当日 6 時現在、尼崎市に大雨・洪水・暴風の警報が発令している場合

は、中止とする。 

  （３） 無観客で大会を行います。参加選手と 3年生マネージャーのみの参加です。 

  （４） 尚、新型コロナウイルス感染症の状況により、大会を中止することもあります。 

 


