
                                  

2022 JSCA 東海ブロック短水路水泳競技大会（三重会場） 

当日案内 
                                                      

◇主  催  日本スイミングクラブ協会東海支部 

◇主  管  日本スイミングクラブ協会東海支部事業企画委員会 

◇期  日  11 月19 日（土） 

◇会  場  三重交通G スポーツの杜 鈴鹿水泳場 25m×8 レーン 

 11 月19 日（土） 

入場（チーム受付） 
＊チームごと健康チェック一覧を入口で

提出、確認後該当チームの選手入場可 
8：10～8：30 

欠場届提出時間 
この時間内に提出分の欠場者は参加費請

求致しません。以外は請求対象となりま

す。（大会本部へ提出） 

8：10～9：00 

アップ（メインプール） 8：30～9：45 

サブプール 8：30～16：00 

公式スタート練習 9：15～9：45 

主任会議 9：00 

競技役員打合せ (各パート別にて) 9：20 

競技開始 10：00 

競技終了予定 15：54 

リレーオーダー用紙締切 

機械室へ提出下さい。 

メドレーリレー 9:00 

フリーリレー  14:00 

提出書類について 

入場者全員の健康チェック表を入場前にチーム受付で確認してもらうこと。8:10～8:30 の間に行う。 

受付場所は、2 階入場口前とする。ただし、大会役員・競技役員は1 階本部にて提出。 

※提出された健康チェック表は返却しません。 

 
１ 選手控え場所について 別紙をご確認下さい。 
２ 競技について 

   本年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に基づいて行います。競技進行上同一種目において複数の  
年齢区分・性別を同時に行う場合もあります。 

  競技の進行は予定の時間より早まっても時間調整は行いませんので進行時間に十分注意すること。 
  ゴール後の退水について、個人レースは横からの退水、リレーは各自のレーンより退水して下さい。 

水深については３ｍで行います。 
３ ウォーミングアップについて 

メインプール・ダイビングプール利用可能 各班の時間帯を厳守し行って下さい。 
各チームの責任において安全確保を行って下さい。特に低年齢児においては、必ずコーチの監督下で   
お願いいたします。ウォーミングアップ中の水深はA 面 3m・B 面1.5ｍにて行います。 
レース中は、ダイビングプールのみ利用可能。(B 面は、利用しない。) 

４ 更衣室使用について 

更衣室の利用は更衣のみ使用可能です。必ず各自で貴重品を管理して下さい。 

更衣室の床等に荷物を置いたままにしないこと。また、更衣室前には靴を置かないようにしてください。

競技役員及び運営スタッフの巡回により床に置いてある荷物類は全て撤去します。 

５ 表彰について（各県会場の大会終了後集計して該当クラブに郵送いたします） 

個人種目 ①1～3 位にはメダルを、1～6 位に賞状を授与する。（リレーは3 位まで） 

     ②最優秀選手賞・男子優秀選手賞・女子優秀選手賞・各男女グループ優秀選手賞は 

トロフィーを授与する。 

③参加選手には記録証を授与する。 



団体表彰 要項通り今年度は個人表彰のみとし団体対抗戦（表彰）はございません。 

最優秀選手・男女別優秀選手選考は今年度水泳資格表において1 種目で決め、同点の場合は次種目で決

める。又、本大会年齢区分について10 歳以下は10 歳の資格級、11～12 歳は12 歳の資格級、13～14 歳

は14 歳の資格級、15～18 歳は18 歳の資格級にて決定します。 
６ ホームページでの確認 
  大会結果は東洋電子HP にて確認する事ができる。東洋電子（http://tdsystem.co.jp/） 
７ 映像配信について 
  今大会競技模様をWEB 配信いたします。下段の QR コードよりご覧ください。 

  ８ 総合ランキングについて 
大会終了後、東海ブロック短水路大会の総合ランキングをデータ各クラブにメールいたします。 
各クラブにて必要な選手へ1 部500 円で販売して下さい。 

競技役員の皆様へ 
※競技役員受付 

1 階本部にて競技役員受付及び健康チェック表をご提出ください。 

※競技役員ユニフォームについて 

日本スイミングクラブ協会東海支部指定の物で統一いたします。お持ちでない役員の方は、大会要項

でもお伝えした通り東海支部ホームページから書式をダウンロードし購入して下さい。（貸し出しはござ

いません）履き物は白の上履きシューズを使用すること 

※競技役員昼食について 

お弁当がございます。 

◇ 会場内の履物について 

競技役員は白の上履きシューズを使用すること。一部大会役員は指定のシューズを使用します。 

選手は、プールサイド素足となりますので確実に徹底をお願いします。 

◇ 大会当日におけるケガ等の対応について 

参加者側において処置をお願いいたします。大会で保険に加入しておりますので必要な場合は、 

コーチ（チーム責任者）を通じて大会本部までご連絡下さい。なお、その後の責任は加入保険範囲 

内での対応と致します。 

◇ 施設利用上の注意 

公共施設の利用につき各チームの責任においてマナーの徹底をお願い致します。 

使用した控え場所の清掃は各チームにて責任を持って行って下さい。 

ゴミは、必ず持ち帰って下さい。 

プール備え付けのゴミ箱は、プールの自販機で購入した物品以外では、絶対に使用しないこと。 

◇ 会場内での撮影について 

  本競技会において、参加選手または関係者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こと。 

  また会場内のBGM をそのまま使用すると著作権の侵害となるので注意すること。 

◇ その他 

・忘れ物は大会期間中競技役員控室に保管いたします。チーム責任者が必ず確認して下さい。 

大会終了後の保管等については監督者会議にてご連絡いたします。 

・大会期間中は盗難等のトラブルが発生しています。各チームで責任を持って管理して下さい。 

・天災・天候等により、やむを得ず競技の中止、又は中断をする場合があります。その場合の大会申込  

金等の返金はできませんのであらかじめご承知おきください。 

・その他、大会等の問合わせについては、各チーム責任者を通して行って下さい。個人への対応はいた 

しません。また、会場へ直接お問い合わせはお止め下さい。 

・個人情報保護法について 

本大会の申込にかかわる個人情報は、本大会運営・(一社)日本スイミングクラブ協会・（公財）日本   

水泳連盟における記録管理、および各種メディアへの広報活動として使用いたします。よって参加ク

ラブにて見出し保護法についての同意の徹底をお願いいたします。本大会運営とは、競技を円滑に進

めるために必要な事項とする。 

 

WEB 配信（YouTube）QR コード（三重会場）は後日連絡いたします。 
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1 審判長 髙木　　宏 37 コンピュータ 小森　泰智

2 副審判長 佐藤　郁男 38 コンピュータ 池田　ひまり

3 副審判長 八田　知宏 39 コンピュータ 東洋電子

4 出発員（主） 松本　繁樹 40 機械操作員（主） 加藤　　司

5 出発員 德田　一富 41 機械操作員 北城　　匠

6 泳法審判員（主） 岩野　友和 42 通告員（主） 岩崎　雅也

7 泳法審判員 松谷　　聡 43 通告員 見郷　義明

8 泳法審判員 遠藤　真俊 44 招集員（主） 安藤　秀元

9 泳法審判員 播磨　孝磁 45 招集員 大内　優季

10 折返監察員（主） 岡田　利奈 46 招集員 伊藤　永利子

11 折返監察員 池田　浩陸 47 招集員 上山　航平

12 折返監察員 深谷　美緒 48 招集員 杉山　伊吹

13 折返監察員 播磨　　愛 49 招集員 片倉　銀士

14 折返監察員 鈴木　一嘉 50 招集員 川村　聖輝

15 折返監察員 小澤　友紀雄 51 会場係（主） 藤田　典彦

16 折返監察員 澤田　　悠 52 会場係 伊藤　裕久

17 折返監察員 伊藤　久司 53 会場係 山本　玲菜

18 折返監察員兼計時員 髙橋　秀顕 54 会場係 内村よしの

19 折返監察員兼計時員 阿南　弘樹 55 救護員（主） 三輪　祐輔　

20 折返監察員兼計時員 阿南　易子 56 救護員 笹邉　萌奈未

21 折返監察員兼計時員 安香　　進 57 救護員 榊原　麗生

22 折返監察員兼計時員 安藤　雅偉 58 救護員 田中　佑津樹

23 折返監察員兼計時員 佐藤　麻琴 59 救護員 眞野　希望

24 折返監察員兼計時員 田家　帆乃香 60 救護員 林　　優樹

25 折返監察員兼計時員 八幡　　徹 61 総務員（主） 高間　和幸

26 折返監察員兼計時員 加藤　愛実 62 総務員 沖見　真依

27 折返監察員兼計時員 中西　　正　 63 WEB配信 サンアド

28 折返監察員兼計時員 三浦　由美子 64 看護師 長谷川　早苗

29 折返監察員兼計時員 田中　夕音 無資格

30 折返監察員兼計時員 松谷　竜平

31 折返監察員兼計時員 中村　裕紀

32 折返監察員兼計時員 川村　航太朗

33 折返監察員兼計時員 村林　龍之右

34 折返監察員兼計時員 丹羽　忍

35 折返監察員兼計時員 百鳥　佳子

36 折返監察員兼計時員 今井　健朗

東海ブロック短水路 競技役員（三重会場：三重交通G鈴鹿スポーツの杜)11月20日（日）
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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	



【競技会参加にあたってのチェックリスト】  

 

（一社）三重県水泳連盟 

競技委員会 

 

１ 入館前  

□ 入館前７日間において、以下の事項に該当する場合は、入館を見合わせること。  

・平熱を超える発熱  

・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状  

・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難）  

・臭覚や味覚の異常  

・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状  

・新型コロナウイルス感染症陽性者もしくは濃厚接触とされた者  

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

□ 入館前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は入館できない。 

□ 「健康チェック表」に必要事項を記入し、持参すること。  

□ 水泳用具・飲食物・ストレッチマット等は、個人専用の物を用意しチームで共用しないこ

と。  

□ 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。  

２ 水泳場  

□ 入館から退館時までの全ての場面で、人との距離（ できるだけ２ｍ 以上）をとって行動す

ること。（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）  

□ 練習時に、各レーン内で待機する場合、スタート練習で並ぶ場合も距離を保つこと。  

□ 選手控え場所・観覧席で、人との距離・座席間の距離を保つこと。  

□ チームごとに、選手控え場所・観覧席の人数制限を周知し、徹底すること。  

□ トレーナーズベッドは、許可された場合のみ、指定された場所で使用できる。  

□ 泳ぐとき以外はマスクを着用すること。（ 更衣室・招集所・選手控え場所・観覧席・プール

サイド・トイレなど）  

□ レース前にはずしたマスクは、服のポケットか袋に入れること。  

（マスクは、選手イス・脱衣ボックスに直接置かない）  

□ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。  

□ 選手は、招集所での選手間の会話、レース後の選手間の会話を控えること。  

□ 大きな声での会話や応援をしないこと。コーチは、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。  

□ 唾や痰を吐くことは極力行わないこと。  

□ 飲食については、指定場所以外で行わないこと。  

□ ドリンクの回し飲みはしないこと。  

□ 飲みきれなかったドリンクを、指定場所以外に捨てないこと。  

□ 選手は、自分のレース終了後、なるべく速やかに退館すること。  

□ ミーティング等は控えること。  

□ 競技会主催者・施設管理者が決めたその他の措置・指示について従うこと。  

３ 退館後  

□ 退館後１週間以内に「新型コロナウイルス感染症を発症した」場合は、競技会担当者

に対して、濃厚接触者の有無等について報告すること。  


