
参加団体の皆様へ 

 

 平素は当協会の活動にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当協会では、これまで新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先として様々な対策を講じてま

いりましたが、（公財）日本水泳連盟・感染拡大防止ガイドラインに沿って、細心の注意を払うことを大

前提として今大会を開催いたします。 

 会場内では運営委員・競技役員の指示に従って行動してください。 

 

1. 感染拡大防止のため各団体でご用意いただくもの 

(1) 消毒液・タオル等（控え場所周辺の定期的な消毒のため） 

(2) 手指消毒液 

(3) マスク（予備として） 

(4) 脱衣袋 ※1人 1 枚 

（衣類等の接触を防止するため、ユニフォームなどすべて入る大きさのもの） 

(5) 更衣用テント（更衣室の混雑防止のため） 

(6) 油性マジックペン（招集カード等の記入のため） 

 

2. 来場前にお願いすること 

※大会当日もしくは大会数日前から体調不良がある場合はご来場をお控えください。 

(1) 各参加団体にて体温測定をお願いします。 

(2) 体温測定結果やその他の情報を別紙「体調確認表」に記入してください。 

(3) 朝のウォーミングアップ前の更衣室混雑緩和の為、練習水着を着用の上ご来場ください。 

 

3. 会場到着後にお願いすること 

 ※体調不良がある場合は入館しないでください。 

(1) 入場前にマスクと AD カードを着用してください。※ADカードがないと入場できませ

ん。 

(2) 指定入場口より入場してください。入場時に手指の消毒をお願いします。 

 

4. 会場内でお願いすること 

※以下の事項は変更・追加する場合があります。 

(1) 会場内では常にマスクを着用し、できるだけ密にならないよう人との間隔を空け、会話

も控えてください。また、地区をまたいだ交流はできるだけ控えてください。 

(2) 更衣室内混雑緩和のため、各団体控え場所への更衣用テントの設置にご協力ください。 



(3) 館内消毒のため、定期的に競技を中断します。ご持参された消毒液を使用して身の回り

の消毒のご協力をお願いします。 

(4) ウォーミングアップ時・レース出場時などに脱いだジャージやマスク等は全て袋に入れ

て管理してください。 

※ 更衣室を使用する際は脱衣した衣類（靴を含む）を袋にまとめて入れてからロッカ

ーへ収納してください。 

※ レース出場時は、脱衣した衣類（靴を含む）を袋に入れてから脱衣ケースに入れて

ください。 

(5) 招集方法が大きく変更になります。招集員はできるだけ発声をせず、AD カードに記載

された項目を掲示しての招集を行います。AD カードを首から下げ、招集員に見せてく

ださい。 

(6) ゴミは各団体でお持ち帰りください。 

 

5 その他 

（公財）日本水泳連盟が示したガイドライン（別紙参照）を必ず確認してください。 

 







 

第１３５回 福岡県ＳＣ水泳大会 

監督者配布資料 
 

 福岡県スイミングクラブ協会 

 

1. 競技会日時   令和 3 年 11 月 7 日（日） 

開門    ７：００  〔駐車場入口〕 

開場    ７：３０  〔１階：監督・コーチ・選手入場〕 

練習開始    ８：００  〔競技用プール、アッププール共〕 

公式スタート練習  ８：１５～８：４５  ※状況により変更の場合あり 

競技役員集合    ８：１５  〔大会本部（大会役員室）にて〕 

競技開始    ９：００ 

競技終了予定  １５：５０ 

    

2. 大会詳細 

 （会 場） 福岡市立総合西市民プール（25ｍ×10 レーン） 

 （大会規模） 参加チーム 45 チーム 

 （参加人数） 男子 531 名・女子 439 名 合計 970 名 

 

3. 新型コロナウィルス感染拡大防止について 

 

事前にお知らせしております通り、対策を講じて大会を開催致します。感染防止チェックリスト等の資

料を必ず確認の上ご来場して下さい。また、会場内にも様々な対策やお願いを掲示しておりますので、

必ず役員の指示に従って下さい。 

 

4. 連絡事項 

1) 競技について 

① 2021 年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則によって行います。特に次の点に注意をして下さ

い。 

a. スタートについて 

 スタートは１回のルール  を採用する。 

b. 招集について 

招集は各自の競技の 20 分前にチェックを受けてください。 

招集所は、第１招集（1 階ロビー）、第２招集（プールサイド倉庫）、第３招集（競技用プー

ルのプールサイド）の３段階にて行います。 



第１招集へは、１階ロビーへの螺旋階段か更衣室からお越し下さい。その際、ＡＤカード・

マスク・脱衣袋と水着（Fina マーク）の確認を行いますので、忘れないようお願いいたしま

す。なお、レース終了後のプールからの退場は、必ずマスク着用の上スタンド奥の階段から

行って下さい。（導線図参照） 

c. 水着について 

公認大会ですので、 （公財） 日本水泳連盟の定め《（公財）日本水泳連盟のホームページ

に掲載》 に従ったものを着用して下さい。 水着、キャップ、ゴーグル以外は身に付けてレ

ースをする事ができませんので、ネックレス・ピアス・ミサンガ・テーピング・貼り物 (磁

気テープ・チタン・傷テープ類) は禁止となります。 

② 全てタイムレース決勝とし、予選・決勝は行いません。競技の進行が予定より早くなった場合、

支障のない限りそのまま競技を続行します。尚、20 分以上早くなった場合は場内放送をします

ので、放送には十分注意し、招集に遅れないようにして下さい。棄権する場合は、所定の棄権届

出用紙に記入し 8：45 までに機械室へ届け出て下さい。（招集に遅れた場合は棄権とみなされま

す。） 

③ 競技は全自動装置を使用しますので、タッチ板へのタッチは正確に行い機械を作動させて下さ

い。（ライトタッチの場合、不利になることがあります） 

④ 背泳ぎ以外はオーバーザトップ方式で行います。次組のスタート完了まで水中で待機し、スター

ト終了後、速やかに自レーン又は横退水して下さい。 

 

2) 練習について 

競技用プール … 8:00～ 8:45 （ 8:15 より公式スタート練習） 

2 5 m プ ー ル･・アッププール… 8:00～ 競技終了時 

※レーンを男女別にしておりますので、別紙をご参照ください。（公式スタート練習も同じ） 

① 朝 1 番にアップを開始する前は、必ずシャワーを浴びて下さい。 

② シャワーは 8:00 より使用できます。それまではプールサイドに入れません。 

③ アッププールは水深が 3.3ｍありますので、必ずコーチが付き添って練習を行って下さい。年少

者は各クラブが責任を持って安全管理を行って下さい。なお、両端の 1・10 レーンは使えませ

ん。 

④ 水質保全のため、スイミングキャップの着用にご協力下さい。 

⑤ 競技中、ホイッスルの使用は禁止します。 

⑥ パドルの使用は禁止します。混雑時のコード類の使用は禁止します。 

⑦ 競技用プールの水深は 2.0ｍです。 

⑧ 練習中は必ずコーチが付き添って下さい。各チーム安全管理を行って下さい。 

3) 入場口および駐車場について 

① 監督コーチ・選手ともに 1 階正面玄関から入場して下さい。（ 2 階入り口は閉鎖致します。） 

ＡＤカード、体調管理表をチェックの後、監督コーチ・選手は 2 列になり消毒・検温を行ってか



らの入場となります。大会役員・競技役員も同様です。 

② 駐車につきましては、必ずガードマンの指示に従って下さい。すべて駐車許可証が必要です。 

車両はすべて詰めて駐車して頂きますので大会が終了するまで出庫出来ない場合があります。ご

了承下さい。 

 第１駐車場〔１番下〕 … 送迎用乗降のみ（ロータリー形式） 

 第２駐車場〔玄関前〕 … 各クラブ車両、大会役員・競技役員 

 第３駐車場〔１番上〕 … 各クラブのマイクロバス、ワゴン車 

 駐車場での事故等は、個人の責任において処理をおねがいします。 

③ 競技役員は、プール裏の業務用駐車場・取付道路および第２駐車場に駐車して下さい。但し、台

数に制限がありますので、なるべくスクールバス等に便乗してご来場下さい。 

④ 付近の路上、空き地、コンビニエンスストア等の不法駐車は、固くお断りします。 

苦情が相次ぎますと、今後の大会開催に支障をきたします  

 

4) 選手の更衣室及び控え所 

① 選手の更衣は、出来る限り自前のテントを使用して下さい。または、《50m プール男女更衣室》

を利用して下さい。更衣室は更衣のみとし荷物は置かないで下さい。 

② 更衣室への携帯電話、スマホ、カメラ等の撮影機器の持ち込みは禁止です。 

③ 選手控え所は、50m プールスタンド全面および 2 階ロビーの指定されたエリアです。（別紙参照） 

絨毯が敷いてあるところは、必ず敷物を敷いて控え所にして下さい。密にならない様に間を空け

て譲り合ってご使用下さい。 

④ 前日からプールにシート類を置くことは厳禁です。（不法侵入とみなされます） 

 

5) その他 

① 競技役員は 8:15 までに大会本部（大会役員室）にご集合下さい。 

② 速報板は２階外に設けます。 

③ 身体をきれいに拭いて、廊下や通路を濡れたままで歩かないでください。 

④ プールサイドにコーチ席を設けます。プールサイドは土足厳禁です。引率コーチもご協力願いま

す。 

⑤ 各チームで出ましたゴミは、必ずお持ち帰り下さい。 

⑥ 競技間に休憩時間を設けております。休憩時間になりましたら、お近くにある窓・扉を開けて換

気にご協力頂きますようお願い致します。 

⑦ スタンド・コーチ席共に声を出しての応援はしないで下さい。 

⑧ 競技中以外は招集所を含めマスクの着用にご協力下さい。控え所やマスクの非着用が見受けられ

ます。 

⑨ 各チーム、アルコール等の消毒剤をご用意頂き、控え所周辺の消毒にご協力下さい。特に飲食前



は、手指消毒等の感染対策を行って下さい。 

⑩ 建物や備品を損傷しないように特に注意して下さい。 

⑪ 救急用品（救急箱）は各クラブで準備して下さい。選手の荷物・貴重品の管理は各クラブで責任

を持って行って下さい。 

盗難が多発しています。盗難に対しましては、大会本部は責任を負いかねますのでご了承下さい。

お帰りの際は、控え所を清掃の上、忘れ物が無いよう引率者が点検して帰って下さい。 

⑫ プールサイド救護室（記録室横）に看護師が待機しております。（応急手当） 

⑬ 大会期間中に発生しました事故等については、各クラブが加入されてある保険にて対処して下さ

い。 

⑭ 本大会は〈YouTube〉によるライブ配信、スイムレコードモバイルにて超速報サービスを実施予

定ですが、会場の通信環境・システムの状況により、映像の乱れや停止などが発生する場合があ

ります。また、予告なく中止する場合もありますので、予めご了承下さい。 

⑮ 撮影は競技用プール側スタンドからのみとします、トレーニング室からの撮影は禁止です。フラ

ッシュ撮影はしないで下さい。参加選手又は関係者が指摘に撮影した動画や画像を YouTube 等

の動画配信サイトや SNS、その他の公的な場所に公開するためには、必ず各権利者の許諾を公

開者が受けて下さい。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りますので

注意して下さい。なお、撮影許可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。 

⑯ 選手控え場所をクラブ別に区分けしております、譲り合ってご使用下さい。（※別紙館内案内図） 

⑰ 駐車許可証につきましては、各参加団体へ参加人数に按分して配布致します。ガードマンの指示

に従い、指定された駐車場へお間違えのないようにお願いします。 

⑱ 賞状・メダルは記録室に置いております、ご確認の上忘れずにお持ち帰り下さい。 

⑲ 開会式は行いません。放送による開式通告をもって開会と致します。 

⑳ 忘れ物のお問い合わせは、問い合わせ表にご記入の上、必ずクラブを通し、責任者より大会事務

局までお願いします。（忘れ物の保管期間は大会日より 1 ヶ月とします） 

 

 

※皆様のご協力宜しくお願い致します。 



競　技　順　序

No 性別 区分名 組数 時刻 種目数

1 女子   200m 個人メドレー    全区分   7組 09:00 63種目

2 男子   200m 個人メドレー    全区分   8組 09:24 77種目

3 女子   200m 自由形          全区分   4組 09:53 40種目

4 男子   200m 自由形          全区分   6組 10:05 54種目

5 女子    50m 自由形          全区分  27組 10:30 265種目

6 男子    50m 自由形          全区分  31組 11:01 309種目

7 女子   200m 平泳ぎ          13歳以上   1組 11:36 8種目

8 男子   200m 平泳ぎ          13歳以上   2組 11:39 15種目

9 女子    50m 平泳ぎ          全区分   8組 11:46 77種目

10 男子    50m 平泳ぎ          全区分   8組 11:57 71種目

11 女子   200m バタフライ      13歳以上   1組 12:15 6種目

12 男子   200m バタフライ      13歳以上   2組 12:18 17種目

13 女子    50m バタフライ      全区分   7組 12:25 67種目

14 男子    50m バタフライ      全区分   8組 12:33 79種目

15 女子   200m 背泳ぎ          13歳以上   2組 12:42 11種目

16 男子   200m 背泳ぎ          13歳以上   2組 12:49 11種目

17 女子    50m 背泳ぎ          全区分   9組 12:55 85種目

18 男子    50m 背泳ぎ          全区分   8組 13:08 80種目

19 女子   400m 個人メドレー    13歳以上   1組 13:30 8種目

20 男子   400m 個人メドレー    13歳以上   1組 13:36 9種目

21 女子   100m 自由形          全区分  12組 13:43 115種目

22 男子   100m 自由形          全区分  14組 14:03 134種目

23 女子   100m 平泳ぎ          全区分   4組 14:35 31種目

24 男子   100m 平泳ぎ          全区分   6組 14:43 58種目

25 女子   100m バタフライ      全区分   2組 14:54 18種目

26 男子   100m バタフライ      全区分   5組 14:58 44種目

27 女子   100m 背泳ぎ          全区分   5組 15:06 43種目

28 男子   100m 背泳ぎ          全区分   4組 15:16 38種目

29 女子   400m 自由形          13歳以上   2組 15:23 11種目

30 男子   400m 自由形          13歳以上   3組 15:35 21種目

競技終了予定 15:50

種　目

休憩    約10分

休憩    約10分

休憩    約10分

休憩    約10分



チーム名 人数 ｰ色ｰ エリアｰ色ｰ フロア 場所 チーム名 人数 ｰ色ｰ エリアｰ色ｰ フロア 場所

ＢＳ吉塚 28 アクシオンＳＳ 16

ＢＳ久留米 23 スパウェルネス 11

ＢＳ久留米東 18 セントラル天神 19

ＢＳ古賀 42 ビードロップ 5

ＢＳ志免 14 福岡金子ＳＳ 30

ＢＳ小郡 11 福岡西部ＳＣ 16

ＢＳ新宮 19 新飯塚ＳＳ 20

ＢＳ太宰府 39 飯塚ＳＳ 31

ＢＳ長住 81 フェニックス 25

ＢＳ八女 25 プリオ苅田 13

コナミ城南 31 プリオ行橋 19

コナミ徳力 20 アクセス城島 24

九州大学 30 アクセス柳川 11

西日本短大 1 サワラＳＳ 43

九州高 13 甘木ＳＣ 21

三潴高 18 西日本ＳＣ 30

修猷館高 10 西日本かすが 29

筑紫台高 2 福岡ＳＣ 28

朝倉高 18

東福岡高 4

八幡工業高 8

ＷＥスイムクラブ 25

オールウェイズ 17

長崎ＳＣ 13

武雄ＳＣ 18

ルネサンス香椎 23

ルネサンス西新 28 福岡県ＳＣ水泳大会　事務局

 ２Ｆ

 ２Ｆ

 エリアＢ

 エリアＣ

 エリアＤ

 エリアＥ

 ２Ｆ  エリアＡ

 黄  ２Ｆ

 ピンク  ２Ｆ

 水色  ２Ｆ  スタンド

 紫

 赤

 緑

◎ 感染対策のため、選手控え場所・観覧席で、人との距離・座席間の距離を保つよう心がけてください。

◎ 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して下さい。

◎ 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よう心がけてください。

◎ 公共のプールを借りて競技会を運営していることをご理解頂き、ルールの徹底とマナーの向上にご協力をお願い致します。

観戦について [ お願い ]

２Ｆ観客スタンド 配置図 通路での立ち見観戦はできません。

２Ｆチーム控え場所 配置図



 

  選手動線の案内図   

 

 

               はレース前の選手動線 

 

 

               はレース後の選手動線 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県ＳＣ水泳大会 事務局 
チーム受付 



使用禁止レーン 1
2

アッププール女子専用 メインプール１～５レーン女子専用 3
4
5
6

アッププール男子専用 7
メインプール６～１０レーン男子専用 8

9
使用禁止レーン 10

※男子選手が92名多いのでこのように区分しております。

練習プール男子専用

練習プール女子専用

・アップをする前は必ずシャワーを浴びて下さい。 ～公式スタート練習時について～
・練習道具はキックボード・プルブイ・スノーケル以外の使用を禁止します。 ・ 8:15より（メインプール全レーン）
・スタート練習レーン以外では飛び込み禁止です。 ・前の人とは1m以上の間隔をあけ、会話をせず並んでください。
・レーンロープには乗らないでください。 ・スタート後は途中で止まらず、25m泳いだ後、
・アップには必ずコーチが付き添ってください。  注意して横退水してください。
・水質保全の為、スイミングキャップの着用にご協力ください。
・更衣室混雑緩和の為、できるだけ水着を着用して来場してください。 福岡県スイミングクラブ協会

～ウォーミングアップ時の注意事項～

アップ時のレーン区分

電
光
掲
示
板
側

ス
タ
ー

ト
側

第３招集所



〒

[携帯]

所属クラブが大会事務局に取に来ます　・　所属クラブに着払いで郵送して下さい

その他（ ）

【ご回答日】 / /

※上記必要事項を全てご記入の上所属団体担当者の方がＦＡＸにてご提出下さい。

大会に参加した選手が、上記の品物を忘れましたので、確認の上回答をお願いします。

大会事務局回答欄

商品名１

電 話 番 号

担 当 者 ０  　 ０　(　　　　　)

★忘れ物の保管期間は大会終了後、１ヶ月間です。★

※選手・保護者→所属団体（ＦＡＸ）→大会事務局（ＦＡＸ）回答→所属団体

商品名３

商品名２

所 属 団 体 名

団 体 住 所

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

会事務局にお問合せ頂くよう、ご協力をお願い致します。

全ての忘れ物は、大会事務局が管理しておりますので、大会会場（西市民プール）へのお問合せはご遠慮下さい。

所属クラブ責任者記入欄

上記の物を、大会会場に忘れましたので、大会事務局に確認をお願いします。

メーカー

サイズ カラーなど

特徴
サイズ

商品名１

商品名２

商品名３

【福岡県ＳＣ水泳大会】

大 会 忘 れ 物 問 い 合 わ せ 表

大会会場にて忘れ物をされた方は、下記黒枠内に必要事項をご記入の上、所属クラブへご提出下さい。

（選手及び保護者の方が、大会会場や大会事務局に問合せすることはご遠慮下さい。）

本人・保護者記入欄

選手氏名

特徴

カラーなど

メーカー

メーカー

忘れ物の詳細（出来るだけ詳しくご記入下さい）

特徴

サイズ カラーなど

見 つ か っ た 時 の 対 応

問合せ先： 大会事務局…ＦＡＸ番号０９４６－２２－４９５４

【大会出場チームの皆様へ】

所属

保護者氏名 印

大会事務局では、これまで選手関係者からの忘れ物の対応を個別に行ってまいりましたが、最近は忘れ物が更に多くなっ

てきており、個別に対応する事が困難になっております。今後は忘れ物の問合せは所属クラブが窓口となりＦＡＸにて大



  福岡県ＳＣ水泳大会事務局 
 

 

棄 権 届 け 出 用 紙  

チーム名  団体番号  責任者署名  

下記の選手は、棄権しますので届けます。 

ページ № 距離 種目 組 コース 選手名またはチーム名 

  ｍ     

  ｍ     

  ｍ     

  ｍ     

  ｍ     

  福岡県ＳＣ水泳大会事務局 

棄 権 届 け 出 用 紙  

チーム名  団体番号  責任者署名  

下記の選手は、棄権しますので届けます。 

ページ № 距離 種目 組 コース 選手名またはチーム名 

  ｍ     

  ｍ     

  ｍ     

  ｍ     

  ｍ     
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