
 

第４５回（2022 年度）全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

夏季水泳競技大会岐阜県予選会 

※（一社）岐阜県水泳連盟が策定した新型コロナウイルス感染拡大防止策を遵守すること 

１．主  催  (一社) 岐阜県水泳連盟 

２．主  管  (一社) 岐阜県水泳連盟 

３．期  日 ７月２４日（日） 

       開 場    ７時３０分 

開会式    実施しない 

競技開始    ９時３０分 

       ＊ 運営上、時間を変更する場合がある。 

４．会  場 長良川スイミングプラザ（25 ｍ×7ﾚｰﾝ） 

       岐阜市長良福光大野 2675-28 

５．競技方法 (1)競技は男女別に行う。 

       (2)競技はすべてタイムレース決勝とする。

       (3)本大会のグループ別は、次のようにする。

       ※年齢区分は、全国大会第１日(８月 22 日)

の満年齢による。 

   男女共 ９歳以下、10 歳、11 歳、12 歳、13 歳、 

14 歳、15～16 歳、チャンピオンシップ 

６．競技種目 男女とも同じ。 

 10 歳以下 11･12 歳 13･14 歳 

自由形 50m 50m･100m 

200m 

50m･100m 

200m･400m 

背泳ぎ 50m 50m･100m 100m･200m 

平泳ぎ 50m 50m･100m 100m･200m 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50m 50m･100m 100m･200m 

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200m 200m 200m･400m 

ﾌﾘｰﾘﾚｰ 4×50m 4×50m 4×100m 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4×50m 4×100m 4×100m  

 

 15･16 歳 チャンピオンシップ 

自由形 50m･100m 

200m･400m 

50m･100m･200m 

400m･800m 女 

1500m 男 

背泳ぎ 100m･200m 100m･200m 

平泳ぎ 100m･200m 100m･200m 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 100m･200m 100m･200m 

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200m･400m 200m･400m 

ﾌﾘｰﾘﾚｰ チャンピオンシップ 4×100m 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ チャンピオンシップ 4×100m 

７．競技順序 

１．  ８００ｍ 女子     自由形 

２． １５００ｍ 男子     自由形 

３． ４×５０ｍ 女男     メドレーリレー 

５．４×１００ｍ 女男     メドレーリレー 

７．   ５０ｍ 女男     自由形 

９．  ２００ｍ 女男     自由形 

   11．   ５０ｍ 女男     平泳ぎ 

   13．  ２００ｍ 女男     平泳ぎ 

   15．   ５０ｍ 女男     バタフライ 

   17．  ２００ｍ 女男     バタフライ 

   19．   ５０ｍ 女男     背泳ぎ 

21．  ２００ｍ 女男     背泳ぎ 

   23．  ２００ｍ 女男     個人メドレー 

   25．  １００ｍ 女男     自由形 

   27．  １００ｍ 女男     平泳ぎ 

   29．  １００ｍ 女男     バタフライ 

   31．  １００ｍ 女男     背泳ぎ 

   33．  ４００ｍ 女男     個人メドレー 

   35．  ４００ｍ 女男     自由形 

   37． ４×５０ｍ 女男     フリーリレー 

   39．４×１００ｍ 女男     フリーリレー  

８．申込規定 

(1)資  格 イ．2022 年度(公財)日本水泳連盟団体登録・競

技者登録完了者であること。 

        ロ．一般、大学生もオープンとして出場できる。

ハ．オープンとして出場する選手の年齢は、大会

当日の満年齢とする。 

＊リレー出場者は、個人種目出場者で編成する。 

            （リレー種目のみの出場は認めない。） 

(2)制  限 種目数の制限及び参加標準記録はない。 

  (3)方  法 本要覧｢Ｗｅｂ/ＳＷＭＳＹＳによる競技会申し

込み方法｣を熟読のうえ入力する。 

  (4)問合せ先 〒502-0816  岐阜市道三町 18 番地 

               コーポヤジマ 102 号 

         （一社）岐阜県水泳連盟 TEL 058-215-1007 

  (5)申 込 金  個 人種目  １種目 １，２００円 

         リレー種目  １種目 ２，０００円 

         ＊振込先   

十六銀行 長良支店 

 一般社団法人岐阜県水泳連盟 競技運営 会長 河
か

合
わい

 保
やす

孝
たか

 

          普通口座 № １７８７０６９ 

 (6)締 切 日  ７月５日（火） ※入金を完了すること 

         エントリー確認期間  

７月７日(木)～９日（土）  

         東洋電子システムＨＰより閲覧できる。 

          (http://www.tdsystem.co.jp) 

エントリー訂正は上記確認期間中に行い、期間後の訂

正は一切認めない。エントリー訂正は、所属先から東

洋電子システムにＥメール(gifu@tdsystem.co.jp)また

は、ＦＡＸ(052-604-3496)で連絡すること。必ず、競

技会名・連絡責任者名・連絡先携帯電話番号を明記す

ること。 

９．全国大会への参加 

   2022 年（令和４年）年３月２７日以降の公式・公認競技会

において、所定の標準記録を突破した者は、その種目（距

離）に限り申し込むことができる。 

10．そ の 他 

・参加者に、記録証を授与する。 

・全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季大会の年齢

区分別の種目については、本要覧の全国大会標準記録一

覧で確認をして申し込みをすること。 



・参加者の本大会における傷害保険の手続きつい

ては、（一社）岐阜県水泳連盟が行う。 

・プログラムは、予約販売のみとする(700 円)。

撮影許可証は、発行しない。 

    ・申込団体は、帯同競技役員１名以上を申込書に

入力すること。帯同競技役員を１名以上派遣す

ることができない場合は、本連盟事務局に連絡

すること。 

・新型コロナウイルス感染拡大状況、社会情勢な

どに対応するため、大会運営については二次要

項にて連絡する。 

・本大会は、控え席を指定する。 

・本大会は、無観客大会とする。 

・リレークラスコードは、 

10 歳以下     ：０９ 

11～12 歳     ：１０ 

13～14 歳     ：１１ 

チャンピオンシップ：１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


