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　・福岡県下、緊急事態宣言発生によるイベント催物の中止命令による場合。

　・福岡市及び管轄設備（総合西市民プール）からの施設使用中止要請の場合。

　・チーム棄権・個人棄権の事前届出を実施します。

　　棄権者届け出用紙に必要事項を記載して福岡県水泳連盟情報システム委員　寺松［E-mail:　y.teramatsu@r7.dion.ne.jp ］

　　までメールで返信ください。（別紙：棄権者届け出用紙）

　　締め切り日　１月３１日（月）２４時迄。

　　※棄権者が多数の場合は、プログラムの組替えを行います。プログラムを修正した場合は福岡県水泳連盟・東洋電子

　　　のホームページに掲載します。

　　　但し、福岡県水泳連盟に出場辞退を連絡済みのチームは届け出の必要はありません。

　　　２月１日以降に出場を辞退されるチーム棄権・個人棄権は福岡県水泳連盟に速やかに連絡ください。

　　　連絡先（電話092-623-5367：FAX092-623-5382）

　　※大会当日まで実施困難な場合には十分な健康管理のもと、ご参加ください。

　・レース終了後は館内の密を避けるため、可能な限り退館して頂くことをお願いします。

　　チーム事情等で退館できない場合は、感染予防に徹して頂きますことをお願いします。

　・食事に関しては、密を避け黙食してください。ゴミは各自でお持ち帰りをお願いします。

　・招集場所でのマスク着用・会話をしないことを徹底してお願いしたいと思います。

　・ADカードによる本人確認と参加種目の照合を行います。

　・一次招集場所への集合はできるだけギリギリのタイミングで集まっていただきますよう、お願いします。

以上の点、何卒、選手への徹底をお願いいたします。

　　　参加料は大会前日までに出場を辞退されたチームのみ返金を検討してまいります。（個人への返金は実施いたしません）

2021年度　第４２回九州カップ水泳競技大会　監督者配布資料/二次要項

【新型コロナウイルス感染症対策について修正】

【無観客試合で行います。】

　本大会は実施する方向で準備を進めてまいりますが、以下の場合は中止いたします。

　中止する場合は三次要項で公開いたします。

　・選手・コーチ引率者・役員・関係者は７２時間以内の抗原検査または、PCR検査をできる限りお願いします。

　　（選手・付添）と同様に対策を講じます。

　※本大会のコロナ感染症対策は、競技役員・大会役員・関係者においても例外なく参加団体

　・朝のウオーミングアップは2グループに分けて実施します。（変更になる場合は、３次要項で発表します）

　※1日目Aグループ：プログラム№１～№９までの選手、Bグループ：プログラム№１０からの選手。

　※２日目Aグループ：プログラム№８９～№９３までの選手、Bグループ：プログラム№９４からの選手。

　・大会期間中（２月４日～６日）の発熱や体調不良等の症状が出た場合は、速やかに大会本部に申し出てください。

＜コロナ感染予防対策として大会運営からのお願い＞

　参加される選手並びに引率コーチの皆様方にお願いがあります。

本大会で一番懸念されるのが招集場所での密と会話です。感染の最大要因は飛沫感染によるものだと言われていま

す。

　※プログラムが変更になった場合は、ADカードによる所属・氏名の確認をします。

招集役員も必要最小限の発声で実施させていただきます。
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開　　門 ６時３０分（プール駐車場入り口）

受　　付 ７時１５分　団体受付 1階正面玄関で受付を行ってください。

（健康チェック表をご提出ください。）

入　　場 ７時３０分 1階正面玄関より入場・ADカード・マスク確認・検温・手指消毒

練習時間 ウォーミングアッププール ８時００分～競技終了後３０分まで

サブプール ８時００分～競技終了後３０分まで

本プール ８時００分～８時４５分

公式スタート練習 公式スタート練習は実施しません。

ダッシュレーンを設置します。

※前日練習は15時～18時です。レーン指定を行います。

   前日分の体調チェック表を前日練習受付に提出下さい。

競技開始 ９時30分～（両日）

競技終了 1日目１８時２６分　　２日目17時３３分

　　※プログラム修正の場合は変更の可能性があります。変更があった場合は、３次要項で発表します。」

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

参加団体数：229　団体 参加人数　　男子901名・女子　613名　　　計　1,514名

※監督者会議は行いませんので監督者配布資料を各自にてご確認ください。

３．新型コロナウイルス感染防止について

　　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いたします。感染防止チェックリスト等の資料

　　を必ず確認して来場して下さい。また、会場内にも様々な対策やお願いを提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本競技会は2021年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に則って行います。

　　　②競技は予選を行い、決勝は１０名で行います。

　　　③スタートについて

　　　*本競技会は、５段階可動式スターティングブロック付スタート台（傾斜角度１０度）を使用します。バックストローク

　　　　レッジ（背泳ぎ用スタート補助装置）の水中への投入は競技役員が行います。調整は各自で行ってください。

       ※使用しない場合は、競技役員に「使用しない」と伝えてください。

　　　*スタートは1回のルールを採用し、スタートの合図は「Take　your mark(S)」で行います。

　　　　笛は電子ホイッスルを使用します。

      *背泳ぎ以外の種目についてはオーバーザトップ方式を採用します。

　　　　次の組がスタート完了まで水中で待機してください。スタート後、自レーンから速やかに退水をお願いします。

　　　　決勝競技は横退水とします。

　　　④レース用水着は日本水泳連盟の規定（FINAのマーク付き）にて行います。FINAのマークの付いてない水着で

　　　　 の出場は認めません。

　　　⑤競技進行はタイムスケジュール通りに行います。ただし競技予定時間から10分を超えて変動が生じた場合は、

　　　 　通告にて連絡します。
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　　　*競技の進行状況に注意し、招集時間（競技15分前、50ｍの場合は1０組前から）に遅れないようにしてください。

　　　　必ずマスクを着用し、首からADカードをかけ、ユニホーム等を入れる袋（ビニール袋など）を必ず持参してください。

　　　　水着の確認（ＦＩＮＡマーク）を行います。

　　　　招集は、第１次招集を1階玄関ホールに設置する。第２次招集は1階招集室、第３次招集はプールサイドに設けます。

　　　　遅れた場合は棄権とみなします。

　　　　動線は会場図を確認ください。

　　　*新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からラウンジや招集所が密にならないように選手間の距離を１ｍ〜２ｍ

　　　　空けてください。

　　　⑦ゴールタッチについて

　　　　全自動計時装置を使用しますので、ゴールタッチが正確でない（ライトタッチ）と不利になります。

　　　　タッチ板の有効面に正確にタッチをして下さい。

　　　⑨計時バックアップは半自動計測装置を使用します。

　　　⑩選手紹介は電光掲示での紹介となります。決勝は選手の紹介を行います。

      ⑪プログラム訂正用紙等の提出は記録室に提出してください。

      ⑫競技中に発生した事柄に関する抗議については、発生後３０分以内にそのチームの監督（コーチ）

　　　 　が所定の抗議書に必要事項を記入の上、抗議料10,000円を添えて大会本部「審判長」へ提出して下さい。

　　　 　尚、選手・保護者・関係者等の直接の質問は受付できません、必ずチーム責任者を通してお願いします。

　（２）表彰について

　　　各種目の入賞者には、１位～３位にメダルと賞状を授与する

　　　※OPEN参加者は表彰の対象とはならない。

　（３）練習について

       🔹メインプール　　 　 　 8時00分～8時45分

　　 　🔹ウォーミンングアッププール　　8時00分～競技終了後１５分まで

　　 　🔹サブプール・・・・・・・・・・・・・  8時00分～競技終了後１５分まで

　　　①男女別にレーンを指定する（別紙参照）

　　　②キックボード・プルブイ・スノーケル以外の使用は禁止します。

　　　③サブプールは飛び込み禁止です。ウォーミングアッププールはダッシュレーンのみ飛込可能とする。

　　　　メインプールはダッシュレーン以外飛込禁止です。

　　　④ウォーミング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してください。

　　　　 特に年少者は事故のないよう、各プール責任者をもって選手の管理をお願いします。

　　　⑤朝一番にアップを開始する前に、必ずシャワーを浴びて下さい。

　　　⑥水質保全のため、スイミングキャップの着用にご協力ください。

　　　⑦レーンロープに乗らないようにして下さい。

　（４）水泳場の使用について

　 　　　①「競技会場においての商業ロゴマーク等についての規定」を厳守してください。

　　　②選手・コーチのプールサイドへの入場方法（動線）・選手控場所は、会場図をご確認ください。

　　　*選手控所は各クラブ場所指定とします。大会前に福岡県水泳連盟ホームページをご確認下さい。

　　　③プールサイドにコーチボックスを設けます。コーチボックス内では携帯電話の使用、会話、選手への指導、応援、

　　　　持ち込みした椅子の設置やシート類での場所取りは禁止します。また、譲り合ってご観戦ください。

　　　④選手の更衣はできるだけ各団体で用意した更衣用テント等を利用してください。また、更衣室を利用する場合は

　　　　 盗難防止のためのロッカー使用時は必ず鍵をかけてください。貴重品の管理等各自でお願いします。

　　　　 また、大会期間中は更衣室内への携帯電話・スマートフォン・カメラの持ち込みを禁止します。それらの機器を更衣

         室で使用した場合は、盗撮行為とみなし、警察に通報しますのでご注意ください。



　　　⑤出入口の制限や通行禁止の通路等を設けます。会場図を確認し、ご協力をお願いします。 4/6

　（５）入場口について

　　　①選手・コーチは１階出入口（会場図参照）から入場してください。その際、体調チェック表、ADカードを出し、検温

　　　　(サーモカメラ）・手指消毒・マスク着用を必ず行って下さい。大会役員・競技役員も１階正面玄関から入場ください。

　　　　※２階外階段は通行禁止とします。２階の屋外フロアーはフリースペースとします。

　　　②選手入場時には走ったり押したりしないよう、事故防止にご協力ください。

　　　🔹入場手順（１階出入口）

⇩ 団体受付（引率責任者、チーム全員の健康チェック表提出）

⇩ 引率責任者入場（マスク着用、ADカードを首にかけ、サーモカメラ前を通過、手指消毒）

⇩ 選手入場（マスク着用、ADカードを首にかけ、サーモカメラ前を通過、手指消毒）

⇩ 入館

　（６）駐車場について

　　　　駐車許可証につきましたは会場の駐車場収容台数が限られてますので、参加人数の多い所

　　　　から配付いたします。　大型バスの駐車場はありません。

　　　　参加人員の少ない所は公共交通機関利用、または、有料駐車場をご利用ください。

　　　①駐車許可証の無い車は駐車できません。各参加クラブの参加人員に応じて配付します。駐車場所につきましては

　　　　必ず駐車場警備員の指示に従ってください。

　　　②各クラブの車は事前に配布しました駐車許可証を、フロントガラスの車外からよく見える場所に提示してください。

　　　　 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のでご了承ください。

         選手の送迎は第一駐車場でお願いします。

　　　🔹会場前

　　　*第１駐車場（一番下）・・・・・参加クラブの車（要駐車許可証）送迎の乗降用として利用予定

　　　*第２駐車場(中）・・・・・・・・・競技役員・参加クラブの車（要駐車許可証）

　　　*第３駐車場（一番上）・・・・・参加クラブのマイクロバス（要駐車許可証）

　　　🔹取付道路・・・競技役員（要駐車許可証）

　　　🔹プール裏業務用駐車場・・・運営役員・競技役員（要駐車許可証）

　　　🔹臨時用として西部清掃工場を準備しています。大型バス駐車可能です。

　　　※今大会は、駐車許可証がない車両は一切駐車出来ません。チーム関係者ＡＤカードで入場される方は

　　　　公共の交通機関をご利用の上来場くださいますよう連絡をお願いします。

　　　③付近の路上、空き地、商業施設、コンビニエンスストアへの不法駐車は固くお断りします。

　　　　（今後の大会開催に支障をきたしますのでご協力ください。）

　　　※大会関係者駐車厳禁の主な周辺施設

　　　　ひらはた歯科・セブンイレブン福岡生松台店・ローソン野方6丁目店・コイン洗車場・福岡リハ整形外科クリニック

　　　　福岡リハビリテーション病院駐車場（有料駐車場含む）・老人福祉センター福寿園・テニスコート・サニー福重店

　　　　ナフコ西福岡店・ＭＥＧＡドン・キホーテ福岡福重店・ミスターマックス橋本店など。

　　　④駐車場での事故等は、個人の責任において処理をお願いします。

※サーモカメラの前を通過する時　　　　
　は前後の人との距離をとってくださ
い。　　　正常に作動しない事がありま
す
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　　　①競技プールのプール内（観客席よりの撮影で、スタート側からターン側までの範囲に限る）の撮影は許可

　　　　　しますが、スタート台後ろからの撮影は禁止です。

　　　　　選手を不法盗撮から保護するために、常時競技役員が見回っています。不審者を見かけられましたら

　　　　　ご連絡下さい。ご協力をお願いします。

　　　②フラッシュ撮影は禁止です。

　　　③参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ください。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ください。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。

　（８）個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて

　　　①競技はインターネットによるライブ配信サービスを実施する。

　　　②スイムレーコードモバイルにて超速報サービスを実施する。

　　　※エントリーが完了した時点で「公式競技会及び公認競技会における個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」

　　　　 にご承諾をいただいたものとして、対応させていただきます。

　　　※会場の通信環境、システムの状況等によりライブ配信サービス・超速報サービスを予告なく変更中止する場合がござ

　　　 　います。

イベントページ

https://fukuokasports.org/events/detail/20220205-06_swim

2月5日（土）

https://fukuokasports.org/messageboard/detail/R3-kyusyucup_swim20220205

2月6日（日）

https://fukuokasports.org/messageboard/detail/R3-kyusyucup_swim20220206

　（９）注意事項・その他

　　　①競技役員は８時２０分まで受付をお済ませください。受付場所は正面玄関・集合場所は競技役員控場所です。

　　　②速報板は２階出入口付近屋内に設けます。（会場図参照）

　　　③廊下や通路を濡れたままで歩かないで下さい。（身体はきちんとふいて下さい）

　　　④プールサイドは土足厳禁です。（土足・ユニホームを入れるビニール袋を持参して下さい）

　　　⑤各クラブで出ましたゴミは必ず持ち帰って下さい。（放置厳禁）関係者の皆様にもご連絡下さい。

　　　 　各クラブで指導をお願いします。特にマスク等の放置は厳禁です。

　　　⑥各クラブ、アルコール等の消毒剤を用意いただき。控え所周辺の消毒にご協力下さい。特に飲食前は

　　　　 手指消毒を行ってください。飲食時は黙食にご協力ください。

　　　⑦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。控え所やレース後のマスク非着用は

　　　　見受けられます。

      ⑧監督・コーチは各チーム２名以内でお願いします。（ADカードに名前を記入下さい）

　　　⑨本大会に関わる全ての施設（プール・駐車場等）の利用については、マナーと常識を持って使用するように出場選手

　　　　 及び大会関係者への周知徹底をお願いします。特に建物や備品を損傷しないように注意してください。万一破損等の

　　　　 連絡があった場合は、大会本部において対応を協議の上、関係所属チームに連絡をし責任を負っていただく場合が

　　　 　ありますのでご承知おきください。

              QRコードは添付のとおりです。

           YouTubeチャンネルは（公財）福岡県スポーツ推進基金で行います。

https://fukuokasports.org/events/detail/20220205-06_swim
https://fukuokasports.org/messageboard/detail/R3-kyusyucup_swim20220205
https://fukuokasports.org/messageboard/detail/R3-kyusyucup_swim20220206


　　　⑩救急用品（救急箱）は各クラブで準備してください。大会期間中の事故に対しては、各クラブで加入されている保険で6/6

　　　　 対応してください。なお、大会期間中に起きた事故等で救急車などの緊急車両を呼ばれた際は、対応後に大会本部

　　　 　にご報告ください。

      ⑪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ください。また、控所を清掃のうえ、忘れ物がないように

　　　   引率者が点検して帰ってください。

      ⑫大会後の忘れ物の問い合わせは、所属団体（個人参加は申込責任者）を通して、大会事務局へＦＡＸにてお願いしま

　　　　 す。（様式は二次要項に添付しております）

         ※選手個人・保護者からの問い合わせは一切お受けできません。必ず所属団体（個人参加者は申込責任者）を通じて

　　　　　　お問合せ下さい。

　　　⑬本大会は公認大会ですので、（公財）日本水泳連盟の定め（日本水泳連盟ホームページに掲載）に従ったものを着用

　　　　　してください。なお、水着・身体へのテーピングは禁止ですのでご注意ください。

　　　⑭会場内は指定の喫煙所を除き禁煙になっております。電子タバコも含め、おタバコは喫煙所をご利用ください。

　　　⑮会場内へのペットや危険物などは持ち込まないでください。

　　　⑯受付場内司令は６時５０分に1階大会役員控室に集合下さい。

　　　⑰役員主任会議は８時00分から1階応接室で毎日行います。

　　　⑱役員会議は８時２０分から1階大会役員控室で行います。

　（１０）監督者会議について

　　　 監督者会議は実施いたしません。事前に公開されている資料をご確認のください。なお、記載内容への質問等がござい

　　　 ましたら（一社）福岡県水泳連盟事務局（092-623-5367）へお問合せ下さい。

　　　 ※お問い合わせは参加団体からのみ受付いたします。

　



大会名【２０２１年度　第４２回九州カップ水泳競技大会】
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20 40

棄権者届け出用紙
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2021年度第42回九州カップ水泳競技大会　【選手控場所および動線図】
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競　技　順　序
No 性 区分名 時刻 No 性 区分名 時刻

1 女子 200m 平泳ぎ      13歳以上 予選   2組 09:30 47 女子 100m 自由形      10歳以下 17:05

2 男子 200m 平泳ぎ      13歳以上 予選   8組 48 男子 100m 自由形      10歳以下

3 女子 200m バタフライ  13歳以上 予選   3組 09:58 49 女子 100m 自由形      11･12歳

4 男子 200m バタフライ  13歳以上 予選   6組 50 男子 100m 自由形      11･12歳

5 女子 200m 背泳ぎ      13歳以上 予選   2組 10:22 51 女子 100m 自由形      13･14歳

6 男子 200m 背泳ぎ      13歳以上 予選   6組 52 男子 100m 自由形      13･14歳

7 女子 200m 個人メドレー    全区分 予選  10組 10:47 53 女子 100m 自由形      15･16歳

8 男子 200m 個人メドレー    全区分 予選  11組 54 男子 100m 自由形      15･16歳

9 女子 100m 自由形      全区分 予選  20組 11:48 55 女子 100m 自由形      17歳以上

10 男子 100m 自由形      全区分 予選  27組 56 男子 100m 自由形      17歳以上

11 女子  50m 平泳ぎ      全区分 予選   8組 12:56 57 女子  50m 平泳ぎ      10歳以下 17:28

12 男子  50m 平泳ぎ      全区分 予選  12組 58 男子  50m 平泳ぎ      10歳以下

13 女子  50m バタフライ  全区分 予選  11組 13:15 59 女子  50m 平泳ぎ      11･12歳

14 男子  50m バタフライ  全区分 予選  15組 60 男子  50m 平泳ぎ      11･12歳

15 女子  50m 背泳ぎ      全区分 予選   6組 13:39 61 女子  50m 平泳ぎ      13･14歳

16 男子  50m 背泳ぎ      全区分 予選   7組 62 男子  50m 平泳ぎ      13･14歳

63 女子  50m 平泳ぎ      15･16歳

17 女子 400m 自由形      13歳以上 Ｔ決   5組 14:10 64 男子  50m 平泳ぎ      15･16歳

18 男子 400m 自由形      13歳以上 Ｔ決   7組 65 女子  50m 平泳ぎ      17歳以上

19 女子 200m 平泳ぎ      13･14歳 15:18 66 男子  50m 平泳ぎ      17歳以上

20 男子 200m 平泳ぎ      13･14歳 67 女子  50m バタフライ  10歳以下 17:47

21 女子 200m 平泳ぎ      15･16歳 68 男子  50m バタフライ  10歳以下

22 男子 200m 平泳ぎ      15･16歳 69 女子  50m バタフライ  11･12歳

23 女子 200m 平泳ぎ      17歳以上 70 男子  50m バタフライ  11･12歳

24 男子 200m 平泳ぎ      17歳以上 71 女子  50m バタフライ  13･14歳

25 女子 200m バタフライ  13･14歳 15:41 72 男子  50m バタフライ  13･14歳

26 男子 200m バタフライ  13･14歳 73 女子  50m バタフライ  15･16歳

27 女子 200m バタフライ  15･16歳 74 男子  50m バタフライ  15･16歳

28 男子 200m バタフライ  15･16歳 75 女子  50m バタフライ  17歳以上

29 女子 200m バタフライ  17歳以上 76 男子  50m バタフライ  17歳以上

30 男子 200m バタフライ  17歳以上 77 女子  50m 背泳ぎ      10歳以下 18:05

31 女子 200m 背泳ぎ      13･14歳 16:03 78 男子  50m 背泳ぎ      10歳以下

32 男子 200m 背泳ぎ      13･14歳 79 女子  50m 背泳ぎ      11･12歳

33 女子 200m 背泳ぎ      15･16歳 80 男子  50m 背泳ぎ      11･12歳

34 男子 200m 背泳ぎ      15･16歳 81 女子  50m 背泳ぎ      13･14歳

35 女子 200m 背泳ぎ      17歳以上 82 男子  50m 背泳ぎ      13･14歳

36 男子 200m 背泳ぎ      17歳以上 83 女子  50m 背泳ぎ      15･16歳

37 女子 200m 個人メドレー    10歳以下 16:27 84 男子  50m 背泳ぎ      15･16歳

38 男子 200m 個人メドレー    10歳以下 85 女子  50m 背泳ぎ      17歳以上

39 女子 200m 個人メドレー    11･12歳 86 男子  50m 背泳ぎ      17歳以上

40 男子 200m 個人メドレー    11･12歳 18:26

41 女子 200m 個人メドレー    13･14歳

42 男子 200m 個人メドレー    13･14歳

43 女子 200m 個人メドレー    15･16歳

44 男子 200m 個人メドレー    15･16歳

45 女子 200m 個人メドレー    17歳以上

46 男子 200m 個人メドレー    17歳以上
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競　技　順　序
No 性 区分名 時刻 No 性 区分名 時刻

87 女子 200m 自由形      11歳以上 予選 10組 09:30 129 女子 100m 背泳ぎ      10歳以下 16:48

88 男子 200m 自由形      11歳以上 予選 14組 130 男子 100m 背泳ぎ      10歳以下

89 女子 100m 平泳ぎ      全区分 予選  9組 10:30 131 女子 100m 背泳ぎ      11･12歳

90 男子 100m 平泳ぎ      全区分 予選 16組 132 男子 100m 背泳ぎ      11･12歳

91 女子 100m バタフライ  全区分 予選  9組 11:12 133 女子 100m 背泳ぎ      13･14歳

92 男子 100m バタフライ  全区分 予選 14組 134 男子 100m 背泳ぎ      13･14歳

93 女子 100m 背泳ぎ      全区分 予選  9組 11:45 135 女子 100m 背泳ぎ      15･16歳

94 男子 100m 背泳ぎ      全区分 予選  9組 136 男子 100m 背泳ぎ      15･16歳

95 女子  50m 自由形      全区分 予選 23組 12:21 137 女子 100m 背泳ぎ      17歳以上

96 男子  50m 自由形      全区分 予選 34組 138 男子 100m 背泳ぎ      17歳以上

139 女子  50m 自由形      10歳以下 17:17

97 女子 800m 自由形      13歳以上 Ｔ決  3組 13:20 140 男子  50m 自由形      10歳以下

98 男子 1500m 自由形      13歳以上 Ｔ決  3組 13:52 141 女子  50m 自由形      11･12歳

99 女子 400m 個人メドレー    13歳以上 Ｔ決  3組 14:46 142 男子  50m 自由形      11･12歳

100 男子 400m 個人メドレー    13歳以上 Ｔ決  4組 143 女子  50m 自由形      13･14歳

101 女子 200m 自由形      11･12歳 15:30 144 男子  50m 自由形      13･14歳

102 男子 200m 自由形      11･12歳 145 女子  50m 自由形      15･16歳

103 女子 200m 自由形      13･14歳 146 男子  50m 自由形      15･16歳

104 男子 200m 自由形      13･14歳 147 女子  50m 自由形      17歳以上

105 女子 200m 自由形      15･16歳 148 男子  50m 自由形      17歳以上

106 男子 200m 自由形      15･16歳 17:33

107 女子 200m 自由形      17歳以上

108 男子 200m 自由形      17歳以上

109 女子 100m 平泳ぎ      10歳以下 15:57

110 男子 100m 平泳ぎ      10歳以下

111 女子 100m 平泳ぎ      11･12歳

112 男子 100m 平泳ぎ      11･12歳

113 女子 100m 平泳ぎ      13･14歳

114 男子 100m 平泳ぎ      13･14歳

115 女子 100m 平泳ぎ      15･16歳

116 男子 100m 平泳ぎ      15･16歳

117 女子 100m 平泳ぎ      17歳以上

118 男子 100m 平泳ぎ      17歳以上

119 女子 100m バタフライ  10歳以下 16:23

120 男子 100m バタフライ  10歳以下

121 女子 100m バタフライ  11･12歳

122 男子 100m バタフライ  11･12歳

123 女子 100m バタフライ  13･14歳

124 男子 100m バタフライ  13･14歳

125 女子 100m バタフライ  15･16歳

126 男子 100m バタフライ  15･16歳

127 女子 100m バタフライ  17歳以上

128 男子 100m バタフライ  17歳以上
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『8時00分～競技終了後15分まで』 『1日目8時00分～8時45分』『2日目8時00分～8時45分』

【ウォーミングアッププール】 ダッシュレーン以外飛込禁止 【メインプール】

『8時00分～競技終了後30分まで』
【25mサブプール】 飛込禁止

『スタート練習時の注意事項』
・前の人とは1ｍ以上の間隔をあけ、会話をしないで並んでください。

※朝にウォーミングアップ時につきましては大変混雑が予想されます。
　 密回避のため、各所属プールでのウォーミングアップを推奨します。

【ウォーミングアップ時の注意事項】
・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。
・ダッシュレーン以外は飛込禁止です。
・ウォーミングアップする前の必ずシャワーを浴びてください。
・レーンロープには乗らないでください。
・アップには必ずコーチが付き添ってください。
・水質保全のため、スイミングキャップの着用にご協力ください。
・更衣室混雑緩和のため、できるだけ水着を着用して来場ください。

メインプール ８時００分～８時４０分 　 入れ替え メインプール ８時４５分～９時１５分

ウォームアッププール ８時００分～８時４０分 時　間 ウォームアッププール ８時４５分～９時３０分

サブプール ８時００分～８時４０分 サブプール ８時４５分～９時３０分

８時００分～９時３０分までのウォームアップグループ

Aグループウォームアップ時間 Bグループウォームアップ時間

９時３０分からはグループ制限なし

⑦ ⑦

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

① ①

② ②

③ ③

⑧ ⑧

⑨ ⑨

⑩ ⑩

ウォーミングアップ時のレーン使用方法について

① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑦

9時30分までダッシュレーンその後使用禁止

男子選手専用

女子選手専用

飛込み禁止

女子選手専用 女子選手専用

男子選手専用 男子選手専用

ウォーミングアッププール

メインプール

サブプール

9時30分までダッシュレーンその後使用禁止

9時30分からダッシュレーン

9時30分からダッシュレーン

ダッシュレーン

ダッシュレーン

№ 性別 種  目 区  分
1 女子 200m平泳ぎ １３歳以上 予選 2組
2 男子 20０m平泳ぎ １３歳以上 予選 8組
3 女子 200mバタフライ １３歳以上 予選 3組
4 男子 200mバタフライ １３歳以上 予選 6組
5 女子 200m背泳ぎ １３歳以上 予選 2組
6 男子 200m背泳ぎ １３歳以上 予選 6組
7 女子 200m個人メドレー 全区分 予選 10組
8 男子 200m個人メドレー 全区分 予選 11組
9 女子 100m自由形 全区分 予選 20組
10 男子 100m自由形 全区分 予選 27組
11 女子 50ｍ平泳ぎ 全区分 予選 8組
12 男子 50ｍ平泳ぎ 全区分 予選 12組
13 女子 50mバタフライ 全区分 予選 11組
14 男子 50mバタフライ 全区分 予選 15組
15 女子 50ｍ背泳ぎ 全区分 予選 6組
16 男子 50ｍ背泳ぎ 全区分 予選 7組
17 女子 400ｍ自由形 １３歳以上 T決勝 5組
18 男子 400ｍ自由形 １３歳以上 T決勝 7組

組数
1日目競技順序

1発決勝者

A
グ
ル
ー

プ

B
グ
ル
ー

プ

№ 性別 種  目 区  分
87 女子 200m自由形 １１歳以上 予選 10組
88 男子 200m自由形 １１歳以上 予選 14組
89 女子 100m平泳ぎ 全区分 予選 9組
90 男子 100m平泳ぎ 全区分 予選 16組
91 女子 100ｍバタフライ 全区分 予選 9組
92 男子 100ｍバタフライ 全区分 予選 14組
93 女子 100ｍ背泳ぎ 全区分 予選 9組

94 男子 100ｍ背泳ぎ 全区分 予選 9組

95 女子 50ｍ自由形 全区分 予選 23組
96 男子 50ｍ自由形 全区分 予選 34組
97 女子 800m自由形 １３歳以上 T決勝 3組
98 男子 1500ｍ自由形 １３歳以上 T決勝 3組
99 女子 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ １３歳以上 T決勝 3組
100 男子 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ １３歳以上 T決勝 4組

組数

A
グ
ル
ー

プ

B
グ
ル
ー

プ

1発決勝者

２日目競技順序



                

大会名［2021年度第 42回九州カップ水泳競技大会］ 

棄権届出用紙 

記入日：    年  月  日 

ページ プロ No. 種    目 組 レーン 氏    名 
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             m    
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             m    

※訂正項目のみ、正しい情報をお書きください。 

 

記 載 責 任 者          （所属名：         ・役職：       ） 

 

Resolution 

→ 

招 集 

→ 

通 告 

→ 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 

→ 

記 録 

（記録室）     

 ※記録室へ提出下さい 



書式⑩ 

    年  月  日 

 

審 判 長         殿 

 

■抗議申立者 

チーム名  

役 職  

氏 名  

 

抗  議  書 
 

大会名            No.   女子  男子  混合     ｍ 

予選 タイム決勝 スイムオフ Ｂ決勝 準決勝 決勝 
組 レーン 氏  名 

   

失格事由 

競泳競技規則第  条  項に違反 

詳細： 

 

 

 上記について、競泳競技規則第 14 条の規定に基づき、抗議料￥10,000－を添えて、再度のご検討と取り消

しをお願い申し上げます。 

 

受理     時   分 審判長自署  

    

審
判
理
由
お
よ
び
判
定 

１：棄却  ２：承認 

 

 

 

 

 

 

  

 上訴審判団長  

 

--------------------------------------------------------------------------------------キリトリ--- 

■領収証            年  月  日 

 

￥１０，０００－ 

 

ただし、抗議料として。 

 

※ 抗議料は、承認された場合、返金いたします。 

※ 裁定結果が報告されるまで大切に保管してください。担当印（サイン）無きは無効。 

（一社）福岡県水泳連盟 

〒812-0852 

福岡県福岡市博多区東平尾公園 2-1-3 

福岡県立総合プール内 

電話番号 092-623-5367 

担 当 



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記入のうえ、所属クラブへ提出下さい。

（選手および保護者の方が、大会会場や福岡県水泳連盟へ問い合わせすることはご遠慮ください。)

本人・保護者記入欄

大会名

期　間

忘れ物の詳細（出来るだけ詳しく記入ください）

商品名１ メーカー 特　徴

商品名２ メーカー 特　徴

商品名３ メーカー 特　徴

　　上記の物を、大会会場に忘れましたので福岡県水泳連盟に確認をお願いします。

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印）

【大会出場クラブの皆様へ】

　忘れ物の問い合わせは、所属クラブが窓口となりFAXにて大会事務局に問い合わせください。

　大会会場への直接のお問合せはご遠慮ください。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

所属団体名

団体住所

FAX番号

電話番号

担当者

　所属団体が大会事務局に取りに来ます・　団体宛に着払いで郵送希望

上記必要事項をすべて記入の上、必ず所属クラブの申込み責任者がFAXにて大会事務局まで提出ください

大会事務局回答欄

商品名１

商品名２

商品名３

　　※所属団体が大会事務局にFAXで提出→大会事務局よりFAXにて回答いたします。

問い合わせ先 （一社）福岡県水泳連盟・・・・・FAX番号　０９２－６２３－５３８２

★忘れ物の保管期間は大会終了後1ケ月間です★　（月・水・日および祭日は休みです。）

選手氏名
2022/2/5～2/6

第42回九州カップ水泳競技大会

大会の忘れ物問い合わせ表

氏名 電話番号

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。

【回答日】　　　　　/　　　　/

見つかった場合の対応
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒



チ ー ム 名

大 会 当 日 の 代 表 者 名

大会当日の連絡先 (携帯 )

引 率 者 氏 名 検温時刻 体温 体調

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

選 手 氏 名 検温時刻 体温 体調

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

　良好 ・ 不良　

◎お預かりした個人情報は、上記目的以外での使用は行いません。

（一社）福岡県水泳連盟
大会受付確認欄

(サインまたは押印)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　メールアドレス(PCからのメールが受け取れるもの)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

2021年度第42回九州カップ水泳競技大会
体調チェック表(参加チーム用)

体調不良時の自覚症状

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

体調不良時の自覚症状

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

新型コロナウイルス，その他感染症の拡大防止を目的に、参加者全員の体調チェックを行います。

大会前日練習・大会当日、会場入館前までに検温を行い下記内容を記載の上、受付時に本一覧表の提出をお願いいたします。

発熱や何らかの体調不良が発生した場合は大会会場に来場はせず、事務局へご連絡ください。

引率者は２名以内でお願いします。 事務局連絡先： 092-623-5367



第１駐車場 (1番下）参加クラブの車（要駐車許可証）送迎に乗降用として使用予定

第2駐車場 （中）競技役員・参加クラブの車（要駐車許可証）

第3駐車場 （1番上）参加クラブのマイクロバス（要駐車許可証）

取付道路 競技役員（要駐車許可証）

プール裏側業務用駐車場　運営役員・競技役員（要駐車証）

駐車場計画

※車の入場・退場に関しては渋滞を避けるため入場・退
場は左折でお願いします。ご協力よろしくお願いします。

総合西市民プー 役員駐車場

右折入場ご遠慮下さい



臨時駐車場（福岡市西部清掃工場）



※上記駐車場情報は変更されている場合もあります。ご利用の際は必ず現地の表記を確認ください。

周辺の商業施設への無断駐車及び路上駐車は厳禁です。
近隣の住民の方から苦情が来た場合は競技を一時中断
することもございます。また、専用駐車券をお持ちでない方
の駐車スペースは一切ございません。
公共の交通機関をご利用になるか近隣の有料駐車場を
ご利用ください。皆様のご協力をお願いいたします。

主な周辺の商業施設【大会関係者駐車厳禁】
ひらはた歯科・セブンイレブン福岡生松台店・ローソン野方6丁目店・コイン洗車場・福岡リハ整形外科クリニック
福岡リハビリテーション病院駐車場（有料駐車場含む）・老人福祉センター福寿園・テニスコート・サニー福重店
ナフコ西福岡店・ミスターマックス橋本店・ＭＥＧＡドンキホーテ福岡福重店など

福岡市立総合西市民プール周辺有料駐車場の紹介

高崎パーキング

福岡市西区拾六町会場まで約１km

収容台数１４０台

最大料金 駐車後２４時間：最大料金５００円

アルゴオパーク石丸２

福岡市西区石丸 会場まで約１．８km

収容台数１２台

最大料金 駐車後 8:00～20:00以内：最大料金５００円

リバーク野方

福岡市西区壱岐団地73 会場まで約１．４km

収容台数２０台

土日祝日 9：00～21：00・60分１００円

タイムズ橋本駅

福岡市西区壱岐団地73 会場まで約２．３km

収容台数１７台

最大料金 ２４時間 最大５００円

戸切1丁目パーキング２

福岡市西区戸切1丁目 会場まで約２．３km

収容台数４９台

最大料金 ２４時間 ３００円

NPC橋本駅第１パーキング

福岡市西区橋本 会場まで約２．３km

収容台数１１２台

最大料金 ２４時間 ４００円

西市民プール

至前原

至天神

至板付


