
第３９回ＪＳＣＡ東海マスターズ短水路スイミングフェスティバルご案内 
 

１． 大会予定時間とアップについて 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊入場について 

・入場時間：８：００です。＊ADカードがなければ入場できません。 

・入場場所：２Ｆデッキ②番出入り口 

・入場手順 

①ADカード（QRコード）でチェックを行います。 

＊ADカードは事前に申込時に記載住所へ郵送いたします必ず1名1枚お持ちください。チームAD

として参加者1名～5名に対し1枚（6～10名で2枚）をチームへ郵送いたします。 

②各自で健康チェック表（書式４）受付に提出（1名1枚） 

③引率責任者はチーム受付を行います。（予約プログラム受取） 

④各チームの控え場所（観覧席）へ移動してください。 

・開門時は、安全に入場していただく為、入場規制をさせていただく場合がありますのでご協力

お願いたします。 

＊受付について 

＊２階通路にて以下の受付を行います。（入場時以外の受付書類について） 

①リレーオーダー変更届の受付 ②世界記録事前届出の受付 ③メダル引き渡し場所 

④ロッカーの「鍵」貸し出しの受付（保証金として 1 日 5,000 円預かり返却時にご返金いたしま

す）⑤異議申立書の受付 

 

＊アップについて 

・ウォ－ミングアップと公式スタート時は観覧席からステージ側に向かっての一方通行となります。 

・５０ｍメインプールの中でスタート台のないコースでのアップやダウンは出来ません。 

・アップやダウン時は危険のないようお互い注意し合ってください。（パドルやフィン等使用禁止） 

・２５ｍサブプールも使用可能（１３時以降アップレーンの制限がございます。） 

２．泳法上の注意並びに競技中の諸注意 

 競技は、(一社)日本マスタ－ズ水泳協会の規則に準じて行います。 
 

＊スタートについて（バックパネル付き） 

a. スタ－トのフライングは、１回目で失格となります。スタ－トの信号が発せられたときは、フ

ライングの者があってもスタ－トのやり直しは行いません。 

b. 背泳ぎを除く各種目のスタ－トは、スタ－ト台上、台下または水中からすることが出来る。 

c. スタ－ト台からスタ－トする選手は、審判長の笛の合図で台上に上がり、直ちに台の前縁に少

なくとも一方または双方の足の指を掛ける。 

d. 出発合図員の“Take your mark(s) ”の合図でスタ－トの姿勢をとり、静止したとき出発の合図

が発せられる。台下からのスタ－トもこれに準ずる。 

e. 選手が静止したのち、出発の信号が発せられる前にスタ－トの動作を始めた者はフライングと

なる。但し、出発合図員の“Take your mark(s) ”の合図の後（信号が発せられる前）に、故意

でなく水中に倒れ落ちた場合はフライングとしない。この者は、水中から上がらずにｆ項に準 

じ水中からスタ－トする。 

駐車場開場 ６：３０ 

入場 ８：００ 

アップ 飛び込みプール側  ８：００～９：３０ 

電光掲示板側 ８：００～競技終了まで 

サブプール ８：００～競技終了まで 

公式スタート ８：４５～９：３０ 

競技役員打合せ ９：００ 別紙「競技役員打合せ資料」をご覧ください 

競技開始～終了予定 １０：００～１４：４０ 

表彰 競技終了後 



f. 水中からスタ－トする選手は、審判長の笛の合図で水中に入り、直ちにスタ－ト用のグリップ

を片手または両手で持ち両足を壁につける。出発合図員“Take your mark(s) ”の合図以後は、

台上のスタ－トと同じとする。 

※マスターズ水泳のスタートは、①スタート台上、②スタート台横、③水中からのスタート 

 が許されています。初めて競技に出場する選手や飛び込みの練習をしていない選手は、安 

全面から、スタート台横や水中からのスタートをお勧めいたします。 

g. 本大会では、バックパネル付のスタート台を使用いたします。審判長の笛の合図後にバックパ

ネルの調整を行うことは、競技進行の妨げになるので禁止とします。バックパネルの調整は、

選手席に入った直後に選手自身で行って下さい。審判長の笛の合図後にバックパネルの調整を

行い、そのことで競技を遅延させた場合は、インターフェア行為と判断をして失格になる場合

がありますのでご注意ください。 

h. 背泳ぎでは、バックストロークレッジを使用できます。バックストロークレッジの調整は、選

手席に入った直後に選手自身で行って下さい。使用しない場合は、折返監察員に使用しない旨

をお伝えください。審判長の笛の合図後に調整を行い、そのことで競技を遅延させた場合は、

インターフェア行為と判断をして失格になる場合がありますのでご注意ください。 

＊退水について 

a. 本大会は、リレー、２５ｍ種目を除き、全てオーバーザトップ方式で行います。 

オーバーザトップ方式・・自身の競技終了後に、次の組みがスタートするまで水中で待機する

方式です。 

b. 自身の競技終了後タッチ板に触れない位置でレーンロープに掴まり待機してください。 

次の組の競技がスタートしましたら、１～４レーンは１レーン側より退水、５～８レーンは８

レーン側より退水します。 

c. 移動の際はタッチ板に触れないよう、レーンロープをくぐり移動してください。 

＊潜水距離の制限と泳法について 

・バタフライ・自由形・背泳ぎは、スタ－ト及び折り返し後15ｍ迄に、頭が水面上に浮上しなけ 

ればならない。 

・バタフライは、平泳ぎのキック又はバタフライのキックを、平泳ぎのキックに併用することが出

来る。 

＊スタートや折り返しの姿勢について 

・平泳ぎ・バタフライの折り返し及びゴールタッチは、両手同時に行わなければならない。 

・タッチは水面の上下どちらでもよい。 

・バタフライにおけるスタ－ト、折り返し後の水中でのサイドキックは認めるが、いかなるときも

仰向けになってはいけない。 

３．競技について 

本大会は、５０ｍプールの短水路仕様で行い、２５ｍ８レーンの１面でレ－スを実施いたします。 

（競技面…飛び込みプ－ル側 ・ アップ・ダウン面…電光表示板側） 

＊ゴールタッチは、タッチ板の有効面に必ずタッチをしてください。 

＊招集時間に遅れた場合は、棄権と見なされ失格となります。遅れないようにご集合下さい。 

＊競技時間が進んでも時間の調整はいたしません。 

＊特例として ４００ｍ自由形も、ラスト ５０ｍの振鈴合図を鳴らします。 

＊三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 の ５０ｍプ－ルの水深は、２．５ｍと深いですので十分ご注意く

ださい。 

<水着について> 

＊（一社）日本マスターズ水泳協会において定められた水着を着用する事。 

＊世界記録・日本記録公認については、FINAが認定している水着を着用する事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界記録の事前届出 

世界記録を突破する可能性のある選手は、指定用紙(２階受付にて配布)を受け取り、必要事項

を記入し受付に提出して下さい。 



<リレーについて> 

＊リレーの申込みについては、第一要項に基づいて、申込時に提出していただいております。

よって大会当日のリレーのオーダー用紙の提出はありません。 

＊リレーオーダー変更について（リレーオーダーの変更は１回のみとします。） 

申込みしていただいたオーダー順や選手の変更がある場合のみ、変更用紙（２階受付にて配布）

を受け取り、受付に提出して下さい。 

又、選手の変更は、個人種目出場者に限ります。 

＊変更用紙の提出時間に遅れたり、無届でオーダーを変更したり、オーダー順を変えたりした場合、リ

レーオーダーの相違となり失格となりますのでご注意下さい。 

＊変更用紙提出の締め切り時間については、下記をご確認下さい。 

男女メドレーリレー ・・・ ９：００まで 

混合メドレーリレー  ・・・１０：３０まで 

混合フリーリレー   ・・・１２：３０まで 

男女フリーリレー ・・・１３：３０まで 

４．施設使用上の注意と案内（会場導線図・施設平面図は別紙添付） 

＊更衣室．プ－ルサイドは素足でお願いいたします。 

＊館内禁煙となっております。 

＊２５ｍサブプール側更衣室への入室を禁止いたします。更衣する場合は、５０ｍプール側更衣

室をご利用ください。（２５ｍサブプール側の更衣室での、更衣のみも出来ません） 

貴重品等の保管でロッカーを利用したい場合は、大会受付でロッカー「鍵」を貸し出します。

その場合、保証金として１日５，０００円が必要です。返却時にお返しします。 

＊観覧席最前列は、立ったり、もたれたりしないようお願いいたします。 

＊観覧席での飲食は固く禁止しております。 館内での飲食は、２階通路・観覧席最上段のスペー

スのみ指定いたします。又、各チ－ムでゴミはお持ち帰りください。 

＊観覧席での敷物は、禁止といたします。館内での敷物は、２階通路（２Ｆエレベーター乗降場所

周辺から身体障害者専用控場所への導線は禁止）と観覧席最上段の通路のみと指定いたします。 

＊三重交通Ｇスポーツの杜 鈴鹿 の施設に設置してある電源「コンセント」を無断で使用する事は 

できません。（使用した場合、有料となります。） 

５．安全について 

＊大会当日体調のすぐれない方は、救護室にお申し出ください。（プ－ルサイド本部席横） 

＊２５ｍ種目のレ－ス終了後は、全員がゴ－ルタッチしたことを確認した後に、左右の空いている 

コ－スへ移動してください。すぐにプ－ルサイドに上がらず、脈拍が正常に下がってからプ－ル

サイドに上がってください。 

＊５０ｍ種目以上は、レ－ス終了後、次の組がスタ－トしてからプ－ルサイドに上がってくださ

い。この際、絶対にタッチ板に触れないよう競技役員の指示に従ってください。 

＊レ－ス前のウォ－ミングアップやレ－ス後のク－ルダウンは、忘れないようにしましょう。 

＊会場内及び大会期間中での事故や怪我に関しては、全て参加者側の責任において処理してくださ

い。（但し、応急処置は行います）決して無理をせず、自己管理と体調の調整を行ってレ－スに望ん

でください。 

６．表彰について 

＊最終競技終了後直ちに表彰式を行います。団体・個人表彰の対象者は、プールサイドステージ横

に集合してください（事前に連絡いたします）。 

・男女総合表彰…優勝～３位まで表彰 

・個人表彰  …ベストマスターズ賞１名・マスタ－ズ賞２名 

７．記録証・メダル・ランキングの引き渡し・速報について 

<記録証について> 

＊記録証は各自で（一社）マスターズ水泳協会会員ページよりダウンロードしてください。 

<メダルについて> 

＊自己申告とタイムレ－ス共に個人で３位までに入った方及び、リレーで１位になったチ－ム

は、２階のメダル引き渡し場所にてレ－ス後３０分以降からメダル等の受け取りを行ってくだ

さい。 



＊競技終了３０分までとさせていただきますので早めの受け取りをお願いいたします。 

<ランキングについて> 

＊大会申込み時に注文いただいたチームは、大会申込み時に記入していただいたご住所に後日郵送

させていただきます。 

＊速報（競技結果）の張り出しは行いません。東洋電子HPにてご確認ください。 

８．競技役員について 

＊競技役員は、８：００より②番出入り口より入場してください。 

入場後、２階受付にて競技役員受付を行ってください。（８：００～８：３０） 

＊東海支部加盟クラブからの派遣競技役員の方は、日本スイミングクラブ協会東海支部指定のポロ

シャツ・紺又は黒のパンツ・白の上靴を着用してください。指定のポロシャツ等お持ちでない方は

日本スイミングクラブ協会東海支部HPより購入してください。上記に該当しないクラブから派遣の

競技役員の方は所属クラブユニフォームで競技役員を行ってください。 

＊９：００から競技役員打合せを行ないます。「競技役員打合せ資料」をご覧ください 

＊競技役員の方にはお弁当をご用意します。 

＊大会の準備・片付けは競技役員全員で行ってください。 

９．異議申立てについて 

＊大会当日の競技に関して異議のある場合は、そのレース終了後３０分以内に、またランキングに異

議のある場合はランキング発表後３０分以内に、２階受付で所定用紙に記入の上、異議申立て料 ５，０

００円と合わせてチームの責任者が受付へ提出してください。また、レース前に分かっている異議につい

ては、そのレースが始まる前までに、所定用紙に記入の上、チームの責任者が受付へ提出してください。

異議については、大会総務で審議して決定します。（申立てする場合は、チームの責任者に限りま

す。） 

10．特記事項 

＊天災・天候等により競技の中止、又は中断をする場合があります。その場合は、種目料・プロ

グラム代の返金は出来ません。 

11．個人情報ならびに肖像の取り扱いについて 

本大会にあたり取得した個人情報ならびに肖像の取り扱いについては以下のとおりです。 

① 個人情報 

・プログラム、ランキング作成を含む競技会運営に使用します。 

・競技結果としてホームページ等の媒体に使用します。 

② 肖像 

・大会報告としてホームページ等の媒体に使用します。 

・水泳普及活動のために各種媒体に使用します。 

・本大会主催が定めた撮影者によって撮影されたすべての映像は本協会支部に帰属します。 

＊競技会において、参加選手または関係者等が私的に撮影した動画や画像を YouTube 等の WEB ｻｲﾄや

その他の公な場所に公開するためには、必ず各権利者の許諾を公開者が受けるようお願いします。

また、会場ＢＧＭをそのまま使用すると著作権の侵害となりますので注意してください。撮影許可

証は会場内での撮影を許可するものであり、これらの権利を許諾するものではありません。 

12．その他 

＊身体的障害のある方の入場については申請が必要となります。事務局に ＦＡＸ にて連絡し手続

きして下さい。大会当日正面玄関よりの入場と身体障碍者用スペースの使用利用を許可いたしま

す。FAX番号、申請期日は別紙案内をご確認ください。 

＊貴重品の保管は各チ－ムで管理してください。主催者では一切の責任は負いかねます。 

＊大会期間中の忘れ物は、２階受付にお尋ねください。お預かりした忘れ物については、大会終了

後２週間お預かりしますが、以降は処分します。 

＊スタンドの使用は、チーム同士譲り合ってお使いください。 

＊駐車場については、サッカ－場横の２箇所の駐車場が利用できます。但し、マイクロバス以上の

車は、サッカー場奥の「第２駐車場」に駐車してくだい。 



競　技　順　序

第39回JSCA東海マスターズ短水路スイミングフェスティバル
期日：2022年11月23日(水)              会場：三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 水泳場(25m)

【 第1日 】11月23日(水曜日)

レース間隔： 40秒(背泳ぎ・ＭＲ+15秒　リレー+  0秒)

10:00No.  1 女子   200m 個人メドレー   1組 8種目

10:05No.  2 男子   200m 個人メドレー   3組 18種目

10:16No.  3 女子 4x 25m メドレーリレー   1組 8種目

10:19No.  4 男子 4x 25m メドレーリレー   1組 8種目

10:22No.  5 女子   100m 個人メドレー   5組 34種目

10:35No.  6 男子   100m 個人メドレー   6組 43種目

10:49No.  7 女子   100m 自由形   5組 34種目

11:01No.  8 男子   100m 自由形   5組 36種目

11:10No.  9 女子    25m 自由形   8組 58種目

11:19No. 10 男子    25m 自由形   5組 40種目

11:24No. 11 混合 4x 25m メドレーリレー   3組 22種目

11:31No. 12 女子   100m 背泳ぎ   2組 13種目

11:37No. 13 男子   100m 背泳ぎ   3組 18種目

11:45No. 14 女子    25m 背泳ぎ   4組 27種目

11:51No. 15 男子    25m 背泳ぎ   3組 18種目

11:55No. 16 女子   200m 自由形   4組 25種目

12:10No. 17 男子   200m 自由形   3組 21種目

12:20No. 18 女子   100m 平泳ぎ   3組 20種目

12:29No. 19 男子   100m 平泳ぎ   4組 28種目

12:39No. 20 女子    25m 平泳ぎ   3組 20種目

12:42No. 21 男子    25m 平泳ぎ   4組 30種目

12:47No. 22 女子   400m 自由形   3組 17種目

13:10No. 23 男子   400m 自由形   2組 12種目

13:24No. 24 混合 4x 25m フリーリレー   3組 19種目

13:30No. 25 女子   100m バタフライ   1組 7種目

13:32No. 26 男子   100m バタフライ   3組 17種目

13:38No. 27 女子    25m バタフライ   4組 26種目

13:43No. 28 男子    25m バタフライ   3組 18種目

13:46No. 29 女子    50m 自由形   6組 44種目

13:55No. 30 男子    50m 自由形   8組 64種目

14:05No. 31 女子    50m 背泳ぎ   2組 15種目

14:09No. 32 男子    50m 背泳ぎ   2組 16種目

14:13No. 33 女子    50m 平泳ぎ   3組 20種目

14:18No. 34 男子    50m 平泳ぎ   6組 46種目

14:27No. 35 女子    50m バタフライ   2組 9種目

14:29No. 36 男子    50m バタフライ   4組 30種目

14:35No. 37 女子 4x 25m フリーリレー   1組 8種目

14:37No. 38 男子 4x 25m フリーリレー   2組 12種目

10月20日 12:42出力日時：



競　技　順　序

第39回JSCA東海マスターズ短水路スイミングフェスティバル
期日：2022年11月23日(水)              会場：三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 水泳場(25m)

【 第1日 】11月23日(水曜日)
14:40競技終了予定

10月20日 12:42出力日時：



1 審判長 菊地　昌弘 浜名湖SS 39 通告員（主） 玉岡　ゆさ JSCA

2 副審判長 佐藤　完爾 JSCA 40 通告員 内田　直子 伊勢SS

3 副審判長 佐藤　郁男 BIG東海 41 招集員（主） 藤原　陽介 名古屋SC

4 出発員（主） 石井　理一 岡崎竜城SC 42 招集員 平井　誌織 岡崎竜城SC

5 出発員 竹内　誠 Vトピア小牧 43 招集員 高田　智輝 シティスポーツ四日市

6 泳法審判員（主） 花井　　敦 PSC豊橋 44 招集員 小林　茂俊 オリンピアSC

7 泳法審判員 福中　英二 津アサヒSS 45 招集員 太田　実 愛知県警水泳部

8 泳法審判員 中西　明 サンパークSC 46 招集員 松原　浩司 桑名水泳クラブ

9 泳法審判員 川端　貴也 ウエスト上野 47 招集員 石川　優尚 桑名水泳クラブ

10 折返監察員 松谷　聡 平針SS 48 招集員 岡田　芹奈 平針SS

11 折返監察員 中川　咲江 ルネサンス熱田 49 招集員 堀田　宙夢 コモノ・フィットネスクラブ

12 折返監察員 鈴木　哲 ルネサンス熱田 50 招集員 常冨　奈保子 上社SS

13 折返監察員 北埜　早希子 ロイヤルSP 51 招集員 浦山　猛 アスティ大府

14 折返監察員 松井　亮 BIG桑名 52 招集員 栢本　麗史 ウエスト上野

15 折返監察員 山田　和樹 ルネサンス甚目寺 53 会場係（主） 内藤　鎌爾 JSCA

16 折返監察員 山田　守彦 アミSC 54 会場係 横山　憂斗 コモノ・フィットネスクラブ

17 折返監察員 西津　亜紀 KL春日井 55 会場係 原　正憲 アサヒ千里

18 折返し兼計時員①A（主） 朝比奈　隆 一宮酔泳部 56 会場係 石津　秀人 大津イトマン

19 計時員② 角　綾香 伊勢SS 57 会場係 浅井　達男 ＤＲＥＡＭSC

20 折返し兼計時員③ 鈴木　麻友 国府宮SC 58 会場係 谷口　和美 津アサヒSS

21 計時員④ 大内　優季 アミSC 59 会場係 服部　果奈 アクトス大垣

22 折返し兼計時員⑤ 坂口　誠 ロイヤルSP 60 総務員（主） 沖見　真依 ベスパ松阪

23 計時員⑥ 花井　洋介 ルネサンス甚目寺 61 総務員 高間　和幸 名古屋SC

24 折返し兼計時員⑦ 南　晴鼓 サンパークSC 62 総務員 伊藤　裕久 ベスパSS

25 計時員⑧ 御書　涼太 みなとSS 63 総務員 伊藤　緩奈 ベスパSS

26 折返し兼計時員①B（主） 青山　実 一宮酔泳部 64 受付 泉　　康介 BIG-S緑

27 計時員② 番土　達矢 アサヒ千里 65 受付 佐伯　悦子 コナミ鳴海山下

28 折返し兼計時員③ 野村　章 国府宮SC 66 受付 髙木　頼人 アクトス大垣

29 計時員④ 名和　武士 津トップSC 67 受付 兵頭　神月 BIG-S緑

30 折返し兼計時員⑤ 大塚春枝 一宮酔泳部 68 受付 木野　拓哉 SP陽だまり

31 計時員⑥ 伊澤　諒 BIG桑名 69 受付 瀬尾　熱男 SP陽だまり

32 折返し兼計時員⑦ 久保　恵理 KL春日井 70 受付 小池　優 津トップSC

33 計時員⑧ 中井　千恵 上社SS 71 受付 西側　詩織 コナミ鳴海山下

34 機械操作員（主） 濵田　慎也 ウィル大口 72 医師 平野　貢 JSCA

35 機械操作員 村林　龍之右 ベスパ松阪 73 看護師 長谷川　早苗 JSCA

36 機械操作員 木屋川内　大輝 みなとSS 無資格

37 機械操作員 犬塚　政泰 PSC豊橋

38 機械操作員 東洋電子

第39回JSCA東海マスターズ短水路スイミングフェスティバル　競技役員



第39回JSCA東海短水路マスターズスイミングフェスティバル 

競技役員打ち合わせ資料 

 

  日 時：２０２２年１１月２３日（水）９：００より  

場 所：各パート別指定の場所にお集りください。 

 

    全体会議の３密の回避から、会議時間の短縮のため事前にご確認ください。  

    全体会議は競技役員全員が同じ場所に集まることのないようにパート別に部屋を分け

て行う。  

 

１．競技役員全般について  

・競技役員は原則としてマスクを着用すること。  

・７日前からの健康チェックを行い、健康チェック表へ記入し当日受付時に提出を 

すること。記入漏れなどがある場合は当日の役務をお断りさせていただきます。  

・事前に、全体会議資料・会場導線を確認すること。 

・競技はタイムスケジュールどおりに行う。  

競技はオーバーザトップ方式とし、競技役員の指示で退水させる。 

・競技役員交代時のトランシーバー・マイク等の受け渡しの際に、消毒をすることと 

する。また、半自動グリップ装置・機械等も交代の際に消毒をする。交代の際に除菌 

用ウエットシートを２枚使用すること。１枚目は使用者が消毒し、２枚目で交代する 

競技役員が消毒し使用する。競技終了後使用物の消毒をする。 

・競技役員控室について 

予備室１、２、会議室１、２を控室とする。会議室の机・椅子は使用後元に戻す 

こと。 

換気のため扉は開けた状態にするので貴重品の管理については各自で行うこと。 

・朝の Ｗ－ｕｐ について  

        公式スタート練習のプールサイドコントロールを行うこと。 

・終礼後、各団体の控え場所の清掃を行ってください。ゴミは各団体で持ち帰ること。 

・競技役員は各パートの役割だけでなく競技会運営全般にかかわること。  

・準備、片付けにあたっているクラブは準備から片付け、落とし物、ゴミの確認など 

すべてにかかわること。



２．各パート主任  

各パートの主任は審判長に報告・連絡・相談をし、各パートの役割について競技運営が 

スムーズにいくように調整すること。  

  

３．審判長・副審判長・出発合図員・泳法審判員（パート別：スタジオ）  

    ・通常の役務とする。  

    ・審判長・副審判長は電子ホイッスルを使用する。  

    ・出発合図員の交代の際にピストル・マイクの消毒を行う。  

    ・５ｍフラッグの脱着は泳法で行う。スタート側・折返側に分かれて行う。  

  

４．折返監察員（パート別：会議室１，２）  

    ・交代の際に半自動グリップの消毒を行う。  

    ・バックストロークレッジの脱着を行う。５ｍフラッグの脱着の際手伝うこと。  

    ・レース終了後の選手は次組のスタートまで必ず水中待機させる。  

      ただし、背泳ぎについては競技成立後、横から退水させる。  

      リレー種目については自レーンから退水させる。  

・水中待機について  

     １～４レーンは電光掲示板側レーンロープ、５～８レーンは飛び込みプール側レー

ンロープにつかまり待機させる。  

    ・退水について  

      １～４レーンは電光掲示板側、５～８レーンは飛び込みプール側からの横退水とす

る。自レーンからの退水を禁止する。リレー種目については自レーンからの退水と

し、退水後は速やかに移動させる。  

    ・折返監察員主任は折返監察員を観察しアピールがあった場合に確認し審判長に報告

する。 

  

５．記録員（パート別：指令室）  

    ・通常の役務を行う。  

    ・賞状、記録証を参加団体別に準備し、終礼後に指令室に取りに行く。 

 

６．機械操作員（パート別：機械席または指令室）  

    ・通常の役務とする。  

    ・交代の際は手指の触れる場所の消毒をすること。  

  

７．招集員（パート別：第２招集室）  

    ・タイムスケジュールどおりの招集をすること。  

      第１招集は１０分前から行う。  

    ・招集前の選手について招集時間まで時間のある場合は控場所に戻るように指示す

る。  

    ・招集へは招集を受けた選手のみ入室できるものとする。  

    ・できる限り対面での招集を避けること。  

    ・招集を受けた選手に脱衣かごまでマスクを着用することを伝える。マスクはズボンの

ポケットかカバンの中に入れるように指示をする。 

 



    ・退水後、荷物を受け取る際にマスクを着用してからサブプールへ移動するように 

伝える。  

・リゾリューションデスクを設置する。 

参加団体から提出される、リレーオーダー及び棄権届の確認・処理を行う。  

  

８．通告員（パート別：通告席）  

    ・必要時に場内に案内のアナウンスを行う。  

    ・マスクは着用し、交代の際はマイクの消毒をすること。  

  

９．場内指令（パート別：予備室１）  

・会場内（更衣室を含む）を巡回し密にならないよう指示をする。 

・観覧席下２階通路（出入口）に１名、観覧席３階奥のストレッチスペースに１名、 

１階エントランスに１名配置する。 

ストレッチスペースでの場所取りが無いよう注意する。 

指定された出入口以外からの出入りをさせないこと。 

・交代毎に必ず、更衣室・トイレ等のドアノブ等手指の触れやすい部分を消毒する。 

ゴム手袋をしてアルコールでスプレーし、ペーパータオルでふき取り消毒する。 

・更衣室・トイレ等の石鹸・消毒液について確認を行う。 

・撮影場所は所属の選手のみの撮影を許可しているため居座ることが無いよう注意 

する。 

 

１０．総務について（パート別：2階受付前） 

  ＊総務は受付を一緒に打ち合わせを行って下さい。 

      ・できる限り対面での対話を避けること。もしくは飛散防止シートを使用する。  

      ・チーム受付では参加チームからの選手および監督・コーチ・マネージャーの健康チ

ェック表を確認し回収する。  

      ・競技役員の受付の際は健康チェック表を確認し回収すること。  

    ・弁当配布の際に役務費も渡すこと。 

 

１１．受付について（パート別：2階受付前） 

  ＊受付の方は総務と一緒に打ち合わせを行います。 

      ・メダルの配布を行う。 

  ・各種届け出書の受取を行う。 

   

１２．準備について 

・アルコール消毒液の設置場所 

２階出入口付近（２個）、５０ｍ側更衣室入口（男女各１個）、２５ｍ側更衣室入口 

（男女各２個）、招集所（１個）、競技役員各控室（指令室１、役員室１、 

予備室１、会議室１）  

・除菌ウエットシートの設置場所 

予備室、指令室 ・・・ 交代時に競技役員が各自２枚持っていく。 

・アルコール消毒液、ペーパータオル、使い捨てゴム手袋の設置場所  

指令室、医務室（場内指令主任） 



選手入場導線

アップ・ダウン

出場

　

アッププール
飛込み禁止

メインエントランス側階段

50m側
女子更衣室

WC
スタジオ

第１招集所
会議室１,2
競技役員控室

トレ室
使用
禁止

トイレ
給湯室

事務室

役員室
大会
本部

救護室
予備室1,2
競技役員控室

指令室

忘物置場

玄関

選手出入禁止

※保護者は入場できま
せん

メインエントランス
※レース前のアップ
　　レース後のダウン競技役員受付

※選手通行禁止弁当引渡所

WC

選手スタート側

倉庫

WC

中央階段

通行禁止
選手控２
第２招集

50m側
男子更衣室

リゾリュ―ションデスク

WC

荷物
置場

荷物
置場

荷物置場

ステージ

通行禁止

サブプール
飛込み禁止

通行禁止
飛込み
プール
使用禁止

メインプール
25m　ｘ　8　レーン

機
械
・
通
告

倉庫

WC 25m側
男子更衣室

待機２

25m側
女子更衣室待機１



出入口（施錠） ②出入口

Ｔ

出入口（施錠）

男子トイレ 女子トイレ

Ｕ

出入口（施錠） 出入口（施錠）

男子トイレ 女子トイレ

Ｄ Ｅ Ｆ

※ストレッチスペース（場所取り、飲食禁止）
※隣の人との間隔を十分にとって使用すること

ＳＡ Ｂ

２階

Ｌ ＶＭ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ ＲＧ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

※ストレッチスペース（場所取り、飲食禁止）
※隣の人との間隔を十分にとって使用すること

Ｃ

撮影場所 撮影場所

飛込プール メインプール

 危険防止のため最前列は使用禁止です  危険防止のため最前列は使用禁止です

←１階へ

北海道

神奈川

東京

静岡21名

愛知・岐阜 273名

三重 124名
滋賀・京都・奈良・和歌山

46名

大阪兵庫

愛媛・岡山

福岡

26名

フリース

ペース



三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　駐車場利用計画図	

バスは，駐車可能	



（書式４）

日本スイミングクラブ協会東海支部

※自署

住所

（１）　参加される７日前から健康チェックをお願いします。

（３）　緊急連絡先にはご家族等、日中連絡の取れる方の電話番号をご記入ください。

・ ・ ・・ ・

5日前

体温 ・ ・

月　　日（　　） 月　　日（　　）

7日前

（４）　発熱・体調不良等がある場合は、大会会場には来場しないでください。

体調

（２）　体調欄には、異常がなければ【〇】。体調不良の場合には具体的な症状を記入。（例：咳　腹痛　悪寒　味覚障害等）

月　　日（　　） 月　　日（　　）

第39回JSCA東海マスターズ短水路スイミングフェスティバル　健康チェック表

氏名(署名）

チーム名

続柄（　　　　　）

緊急連絡先

　　開催日：２０２２年１１月２３日(祝)

　　会場名：三重交通Gスポーツの杜

大会当日

月　　日（　　） 月　　日（　　）

入場時2階受付にて各自でご提出下さい。

区分
（該当欄に〇）

月　　日（　　）

３日前 前日

大会当日持参

日付
４日前6日前

選手

9

チームスタッフ



 

身体的障害のある方の入場について 

 

開門時の入場の時間と入場口が違います。大会の係の者が誘導させて頂きますので、各チーム責任者が、 

事前に大会事務局にＦＡＸにて申し出て下さい。 

記載内容・・・氏名・所属名・入場期日・身体的障害の内容（任意の書式でお送りください） 

ＦＡＸ  0598-50-0911   申請期日：11 月 21 日（月）まで 

 

<大会当日> 

・大会両日とも、７：４５に会場玄関（１階エントランス）で係の者が誘導させて頂きます。 

・会場玄関から入場後、事務所横のエレベーターにて、２階の身障者用観覧席に誘導させて頂きます。 

・付き添いの方については、専用エリアまで誘導後、直ちに施設外に退出していただきます。 

付き添いの方の入場は、通常の入場方法になります。 

・同チームの方については、身障者用の場所をチーム控え場所にはできませんのでご了承下さい。 

・車でお越しの場合は、身障者用駐車場(三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿水泳場管理事務所裏) に止めて 

いただく事が出来ます。 

その場合、テニスシェルター側の駐車場から入庫して下さい。 

（申請者以外の方の利用はできませんので、利用される場合は必ず申請をお願いいたします。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

      道 

            玄関 

       

      路 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

（会場：三重交通 G スポーツの杜鈴鹿  

水泳場） 

 

ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
ハ
ウ
ス 

事務所 ＥＶ 

 

 

駐車場 

身障者用駐車

スペース 3 台 

テニスシェルタ

ー側より入庫 



年 月 日

距離 ｍ

　プロNo. 組 レーン　

※ 世界記録を樹立された場合、レース終了後に着用水着のFINA承認マークの確認を行います。

年 月 日

距離 ｍ

　プロNo. 組 レーン　

※ 世界記録を樹立された場合、レース終了後に着用水着のFINA承認マークの確認を行います。

世界記録申請用紙

チーム名

氏　　名 年齢区分

挑戦する種目

女子 男子 混合

自由形 背泳ぎ

チーム名

平泳ぎ バタフライ 個人メドレー

ﾌﾘｰﾘﾚｰ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

レース中の
挑戦コール

希望する 希望しない

受付者 審判長（競技進行） 通告

＜受付者は受理したら審判長（競技進行）まで回付してください＞

世界記録申請用紙

氏　　名 年齢区分

挑戦する種目

女子 男子 混合

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ

ﾌﾘｰﾘﾚｰ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

レース中の
挑戦コール

希望する 希望しない

受付者 審判長（競技進行） 通告

＜受付者は受理したら審判長（競技進行）まで回付してください＞

個人メドレー


