
大会の参加に当たって 
開始式および競技開始時刻が一次要項から変更にしているので注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 選手・監督（引率教員）について、各所在地の自治体や学校・職場から、移動制限等の要請が出てい

ないか、最終確認を行うこと。 

 (２) 以下の事項に該当する場合は、大会に参加することができない。（大会当日に書面で確認を行う。） 

ア 体調が良くない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

イ 陽性者、濃厚接触者に特定された場合 

ウ 過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航

または当該在住者との濃厚接触がある場合 

 (３) 「健康チェックおよび承諾書」を入館者全員が持参しているか確認すること。提出できない場合は入

館できない。必ず監督（引率教員）が、選手ならびに来場者の健康状態を確認すること。宿泊を伴う

場合は、当日の検温ができるように各自の体温計を持参しておくこと。 

 (４) 熱中症に留意しながらマスクを着用すること。マスクを外す際は、会話をせず、人との距離をとるこ

と。招集所内では、マスクをはずしてもよいが会話を控えること。招集所ではずしたマスクは、服の

ポケットか袋に入れること。 

 (５) 指導者は、練習時の大きな声での指示、ホイッスルの使用を控えること。 

 (６) 入館から退館時までの全ての場面で、人との距離（１ｍ以上）をとって行動すること。 

 (７) レース終了後、更衣室で水気を取り、マスクを着用し、室内履きを履いてから移動すること。 

 (８) 唾や痰をプールサイドに吐かないこと。（レース直前のスタート台付近や、サブプールでの練習時） 

(９) 食事は、選手控え場所・観覧席のみで、人との距離（１ｍ以上）を保ち単独で取ること。 

 (10) 会場までの交通機関内で、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、会話などに留意す

ること。 

(11) ゴミは各自で必ず持ち帰ること。 

 (12) 以下のものについては、持ち込み禁止とする。  

・ チーム共有のドリンクサーバー  

・ アイシングバス、トレーニングバイク等  

・ メガホン  

・ 共有で使用するストレッチマット（個人専用は持ち込み可） 

 ・ チーム共有のチューブ、バランスボール等の運動用具（個人専用は持ち込み可）  

・ 練習時のパドル・シュノーケル・フィン・コード類 

  （使用可能な練習用具はキック版、プル板のみとする） 

(13) 退館後５日以内に「新型コロナウイルス感染症を発症した」場合は、大会事務局に対して、濃厚接触

者の有無等について報告すること。 

 



令和４年７月２６日  

令和４年度 埼玉県中学生夏季水泳大会 二次要項 

 

令和４年８月３日（水）開催 

川口市青木町公園総合運動場プール 

 

１ 来場方法について  

（１）徒歩での来場 西川口駅から選手入場口までのルート  

・西川口駅前の新オートレース通りを南東に向かって進む。  

・青木町公園入口交差点を左折し、歩道を北に向かって歩く。コンビニエンスストアの先にある信号または

歩道橋を渡り、公園内に入る。プール正面階段、及び更衣室入口より入場する。 

（２）車両での来場  

公園内無料駐車場を使用できるのは（一社）埼玉県水泳連盟中学校委員会常任委員、埼玉県中学校体育連

盟郡市専門委員長、（一社）埼玉県水泳連盟関係者のみとし、その他の車両の駐車はできない。 

（３）更衣は更衣室を使用できるが、更衣室内は一方通行とする。（詳細は会場案内図を参照）  

（４）更衣室は更衣のみの使用とし、ロッカーは使用できない。更衣室を控え場所としたり、食事をすることは

できない。  

 

２ 入場時間・練習について  

（１）メインプールでのアップ並びに練習については、密にならないよう十分に配慮する。  

（２）選手の食事については、人との距離を保ち、会話を控えて単独で取ること。 

 

３ 日程日時事項  

開門時間 ウォーミングアップ 開始式 競技開始 終了予定 閉門時間 

8:00 8:00〜 9:20 9:40 16:30 16:45 

※開始式および競技開始時刻が一次要項から変更にしているので注意すること。 

 

４ プログラムの販売は行わない。学校受付時に１校につき１部配布する。 

 

５ 棄権について 

（１）棄権をする場合は、朝の選手受付の段階でわかっているものは、その際に申告し（プログラムをばらした

ものに引率教員が二重線で棄権の意向を示す）、棄権届出用紙をリゾリューションデスクに提出すること。 

（２）選手受付後は速やかに棄権届出用紙に必要事項を記入し、競技開始 20 分前までにリゾリューションデス

クに届け出ること。  

（３）用紙については（一社）埼玉県水泳連盟中学校委員会ＨＰよりプリントアウトして持参すること。また事

前に発覚した棄権により引率の必要がなくなった際には、発覚次第速やかに委員長に報告すること。 

 

６ 表彰式・賞状 

（１）表彰式は行わない。 

（２）賞状は、インフォメーションデスクで受け取る。  

 



７ 競技結果 

（１）速報掲示板はリゾリューションデスク前に設置する。 

（２）競技結果を、下記の公式サイトで確認することができる。 

超速報（https://saitamachousoku.com/）  

 

８ 競技について 

（１）本競技会は、２０２２年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則に則り実施する。 

（２）競技はタイムレース決勝とし、１０レーンで行う。 

（３）オーバーザトップ方式を採用する。ただし、５０ｍ種目、背泳ぎ、リレー競技は除く。 

（４）本競技会は未公認大会の為、招集所での水着確認は行わないが、FINA マークが付いている水着が望ましい。

ただし、「競技会において着用、又は携行することができる水泳用品、用具の商業ロゴマーク等についての

取り扱い規定」に準ずるものとする。（ＧＲ５、ＧＲ６） 

（５）ゴールタッチはタッチ板の有効面に確実にタッチすること。 

（６）飛び込みを行う際に、スターティングブロックを使用することができる。位置の調整は各自で行うこと。 

（７）背泳ぎ、メドレーリレーのスタートの際にバックストロークレッジが使用できる。使用しない場合は折返

監察員に申し出ること。レッジの位置の調整は各自で行うこと。 

（８）リレーオーダーは競技開始の 1時間３０分前までにリゾリューションデスクへ提出すること。 

（９）選手紹介は行わない。レーン間違いのないよう、各自でレーンを確認すること。 

 

９ プールの使用について 

（１）メインプール（５０ｍ） 

 ①ウォーミングアップは９：１５までとする。 

 ②アップ時のレーンの用途 

ダッシュレーン 

８：００〜 

０、１レーン 

※スタートサイドより一方通行 

９レーン 

※ターンサイドより一方通行 

公式スタート練習 

８：４０〜 

０、１レーン 

※スタートサイドより一方通行 

８、９レーン 

※ターンサイドより一方通行 

  ※混雑状況によって公式スタート練習のレーンを増設することもある。 

 ③ダッシュレーンの順番待ちは本人のみとし、知り合い同士での途中割り込み等の行為、密になる順番待ち、

会話は厳禁とする。またダッシュレーンより上がる際には、スタートした逆側より退水すること。 

 ④アップ時のマナー 

・プールに入水する際は、飛び込まずに足元から静かに入水すること。 

・レーンロープには絶対につかまらないこと。（待機中も含む） 

・使用できる用具は「ビート板、プル板」のみとし、フィン、パドル、シュノーケル（新型コロナウィルス

感染症対策のため）などの使用は禁止とする。 

・泳いでいる選手を優先とし、会話等で立ち止まらないこと。（プールサイドでの座り込みも禁止） 

・顧問（監督）、コーチ等の大声での指導、ホイッスルの使用（電子は認める）を控えること。 

・その他、競技役員や係員の指示に従うこと。 

（２）サブプール（２５ｍ） 

 ①練習時間は８時００分から競技終了までとする。ただし、開会式等での使用は禁止とする。 

 ②ダッシュレーンは設定しない。 

 ③使用上のマナーはメインプール同様とする。 



10 その他注意事項 

（１）身体へのテーピングは禁止する。ただし、治療目的の場合は審判長に許可を得ること。 

（２）所属中学校以外のチーム水着・キャップ等の着用を禁止とする。 

（３）競技会終了後３０分以内に、全ての参加校は参加標準記録オーバー種目数報告書を記入し、リゾリューシ

ョンデスクに提出すること。提出されたオーバー率については、（一社）埼玉県水泳連盟中学校委員会ＨＰ

上にて全て公表されるので誤りの無いように計算をすること。オーバー種目数が著しく多く報告された場合

には、大会本部より学校に連絡をすることがある。 

 

 

 
 

（一社）埼玉県水泳連盟中学校委員会では、情報サービスの一環として「競技結果速報サービス」

を実施しています。種目別競技結果はもちろん、リアクションタイム、ラップタイム、過去の競技

結果などが詳細にご覧いただけます。 

ご覧いただく場合は、お手持ちの携帯電話・スマートフォン、ＰＣにて下記のアドレスからお進

みください。 

https://saitamachousoku.com/sokuhou/S_select.php 
↑PCからアクセスする場合は、上記の URL をクリックしてください。 

＜QR コード＞ 

 

 

 

 

 

 

 

≪リレーオーダー提出締め切り時間≫ 

競技開始 1時間３０分前 

≪競技役員打ち合わせ≫ 

８時５５分 大会議室 

  

 

 

 

競技結果速報サービスに表示される結果は速報値です。正式な

結果は必ず大会主催者が発表する公式記録をご確認ください。 

データは随時更新されています。 

最新データはページの「再読込」で表示されます。 

携帯電話からは機種により一部ご利用いただけないサービスも

あります。 



11 会場の動線について 
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① 必ず地区内の担当の先生がついて指導をお願いします。 
② テントを張る地区の学校の荷物は、すべてスタンドに持って上がってください。 
③ テントを張る際には、必ず色つきのロープの使用を徹底してください。 

待機場所設置禁止 
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（１）選手は検温・消毒後、正面階段より入場する。教員は正面自動ドア前受付で受付を行うこと。 

（２）引率者は引率者、選手全員分の「健康チェック表および承諾書」を所持して列に並ぶこと。 

（３）開門時間まで待機する際は一般利用者の通行の妨げにならないよう、また密にならないよう気をつけるこ

と。 

（４）更衣室内も一方通行とする。入口をシャワー側のシャッター及び会場外への扉、プールへの出口を車いす

用スロープ側扉（写真参照）とする。 

 

12 選手控え場所について 

（１）選手は、定められた場所で待機し、スペース内でゆとりを持って待機すること。 

（２）各校、シート(1 人 1 枚)やテント等を持参し、選手は熱中症に注意しながら、マスクを着用すること。 

（３）応援は禁止とする。 

（４）飲食の際は、会話をせず、プールに体を向けて食べること。 

（５）ドリンクの回し飲みはしないこと。ゴミは各自持ち帰ること。 

（６）テントは風で飛ばされないように、重りをつけるなどして、固定すること。 

（７）テントを張る際には、必ず色つきのロープのを使用すること。 

 

13 サブプールの利用について 

 

 

 

 

 

・利用人数によって入場を制限する。男女に分けて使用する。 

・密にならないように、空いているレーンを使用すること。 

 

 

 

14 更衣室について 

 
（１）盗難等防止のため、荷物を置いたままにしないこと。 

（２）更衣室内では特にソーシャルディスタンスを保って利用すること。 

＜左写真＞ 

サブプール赤台に荷物を置いてよいが、

直接置かずに、手さげ袋の中にしまって

から置くこと。 

＜左写真＞ 

更衣室内ロッカー ※使用禁止 

＜上写真＞ 

更衣室内ドライヤー ※使用禁止 

更衣室内換気用窓は常時開放する。 



（３）マスクを外しての会話をしないこと。 

（４）一方通行を守ること。 

（５）朝のウォーミングアップ時は混雑が予想されるため、一度に入室する利用者の数を制限する。選手は自宅

で着替えてくるなど、あらかじめ短時間の更衣ですむよう工夫を行うこと。 

（６）室内またはスペース内で複数の入場者が触れると考えられる場所（ドアノブ・ロッカーの取手・テーブル・

椅子等）については、役員が休憩時間に消毒する。 

（７）ドライヤーはエアロゾルが発生する恐れがあるため使用禁止とする。 

（８）更衣室のロッカーは、使用禁止とする。  

 

15 トイレについて 

（１）トイレは会場内のトイレを使用すること。手洗い場にはハンドソープを用意するので利用すること。 

（２）手洗いの掲示を参考に、丁寧に手を洗うこと。手洗い後に使用するためのマイタオルの持参をすること。 

（３）手洗い場のハンドドライヤーは使用禁止とする。 

 

16 招集所について 

【第１招集所】         【第２招集所】 

 
（１）選手同士が対面して座らないようにする。会話を控えること。 

（２）選手は荷物を入れる袋を持参すること。入場後、袋ごと脱衣カゴに入れるようにし、選手椅子、脱衣カゴ

に直接服等を入れないこと。サンダルは袋に入れなくて良いが、椅子や脱衣カゴには置かないこと。 

17 その他 

（１）入場から帰宅までの全ての場面で人との距離(できるだけ１ｍ以上)をとって行動すること。 

（２）会場までの交通機関内で、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、会話などに留意すること。  

（３）追加・変更事項等は場内アナウンスや電光表示等で案内するので、確認すること。  

（４）各入退場口、更衣室前、招集所など各所にアルコールを設置するので積極的に利用すること。 

 

【リゾリューションデスクの役割】 

目 的 申請者 期限等 
1.棄権届出用紙提出 監督 競技開始２０分前まで 
2.リレーオーダー用紙提出 監督 リレー競技開始 1 時間 30 分前まで 
3.FINA マーク剥離届出用紙提出 選手・監督・引率保護者 招集を受ける前に行う 
4.抗議書提出 監督 事象発生後３０分以内 

 

 

第１招集所で選手確認、水着等の確

認を行う。第１招集所でチェックを

受けたら、第２招集所に移動する。 

第２招集所では、レース直前の選手

が待機、レーン順に整列する。服は脱

いだら袋に入れる。 


