
(一社）福岡県水泳連盟

　　平素は（一社）福岡県水泳連盟の活動にご理解、協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　当連盟では、新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先として、大会中止、参加制限等さまざまな対策を講じて大会

を開催してまいりました。

　今大会も（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い、参加者の皆様に安全で安心

な大会を運営してまいります。会場内では場内司令・競技役員の指示に従って行動して下さい。

１．感染拡大防止のため各団体で用意いただくもの。

　（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・参加者のマスク紛失時の対応のため）。

　（４）脱衣袋※1人１枚（招集所・更衣室で衣類等の接触を防止する為にﾕﾆﾎｰﾑなど全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、各団体にて設置にご協力ください）。

　（６）油性マジックペン（脱衣袋や個人の持ち物、ペットボトル等への記入のため）。

２．来場前にお願いすること。

　※大会当日もしくは大会の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「体温確認表」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ため、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カードがないと会場にはは入れません。

　（２）指定入場口より入場して下さい。入場時に手指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に人との間隔を空け、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、各団体控えの更衣用テントの設置にご協力ください。

　（３）定期的に館内消毒のため競技を中断します。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）アップ時、レース時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、脱衣して衣類（靴を含む）を袋にまとめて入れてからアリーナ内にお持ちください。

　　　※レース時は脱衣した衣類（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声を発声せず、ADカードに記載された項目を提示しての

　　　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。

　　　※選手もこれまでの「返事」ではなく、「挙手」と「ADカード・ADカードに記載された項目提示」で招集を受ける

　　　　ようになります。

　（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）を必ず確認して下さい。

参加団体の皆様へ



《新型コロナウイルス等感染予防に関する留意事項》

※ガイドラインより抜粋

１．本大会にエントリーできない方・参加できない方

　（１）大会前2週間において、以下の事項に該当する場合は、入館を見合わせること。

　　　①３７．５度以上、または平熱を超える発熱

　　　②咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状

　　　③だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難）

　　　④臭覚や味覚の異常

　　　⑤体が重たく感じる、疲れやすい等の症状

　　　⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

　　　⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

　　　⑧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

２．感染拡大防止および集団感染リスク軽減に向けた対策

　　　①不特定多数の密集を避けるため『無観客試合』とする。（ADカード配布）

　　　②選手・コーチ・競技役員を始めとする大会関係者は『健康チェック表』を記入の上

　　　　大会当日の受付に提出する事。

　　　③引率者は１チーム当たり最大3名までとし、スイミングクラブ、学校における引率者は

　　　　コーチまたは顧問とすること。保護者、家族の引率は認めない。

      ④個人参加における引率者は選手1人当たり1名までとし、観戦目的での入館は認めない。

　　　⑤入館時は検温・手指消毒を行う

　　　⑥会場内は消毒液の設置を行うと共に、椅子や手摺り等場内設備の定期的な消毒を実施する。

　　　⑦各人の離隔距離確保、直近での会話を避けるため、衛生管理員を設定し巡回、注意喚起を行う。

　　　⑧会場内の入り口や窓を開放し、常時換気を行う。

　　　⑨招集所・招集所前の待機スペースでは最少人数での待機とする。

　　　⑩更衣室のロッカーは使用禁止とする。

　　　⑪招集所では案内板等を活用し、競技役員の指示は必要最低限とする。

　　　⑫競技役員はプールサイドにおいてもマスク着用とする。

３．その他。大会運営、参加における詳細は

　　①（公財）日本水泳連盟　発行「水泳競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」

　　②（一社）福岡県水泳連盟　発行「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

　　を参照する事

　　参加者の皆様におかれましては、本対応の趣旨をご理解頂き、大会役員、競技役員の

　　指示には従って頂きますようお願いいたします。

　　なお、新型コロナウイルス等感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令や福岡県、福岡市

　　からの要請があった場合は、大会を中止する場合がありますので予めご了承ください。

　　皆様のご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。

（公財）福岡県水泳連盟



（公財）日本水泳連盟 水泳競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドラインより 

 

水泳競技会の再開時の感染拡大防止策チェックリスト  

【選手・監督・コーチが順守すべき事項】  

１ 入館前 

□ 入館前２週間において、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とされた者との濃厚接触の有無 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・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 

□ 「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、専用の物を用意し共用しないこと。 

□ 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２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。 



●不審な行動を目撃した場合は、競技役員・コーチに

　お知らせください。

●違反行為を行った場合は警察に通報します。

（一社）福岡県水泳連盟

★更衣室内での撮影は禁止です。

★スマホ・携帯・カメラなど撮影機能のついた物は

盗撮などの犯罪に使用される場合がありますので

撮影目的でない場合は（SNS,通話等）でも

更衣室内では絶対に使用しないでください。

スマホ・携帯・カメラ

など更衣室内への

持込禁止！





公式競技会及び公認競技会における
個人情報および肖像権に関わる取り扱いについて

　　　　　　　   　公益財団法人日本水泳連盟

　（公財） 日本水泳連盟 （ 以下「本連盟」という。 ）の主催する公式競技会及び本連盟の公認する競技会、各加盟団

体が主催する公式競技会並びに各加盟団体が公認する競技会の参加にあたり、本連盟競技者登録・競技会参加等を

通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおり対応します。

１．競技会参加申込に記載された個人情報の取り扱い

（１）大会プログラムに掲載します

（２）競技会場内でアナウンス・ビジョン等により紹介されることがあります。

（３）競技会場内外の掲示物等に掲載されることがあります。

（４）組合せ等の内容が本連盟及び公式計時　S E I K O のホームページ・都道府県実行委員会・市町村実行委員会

　　　　（以下「開催地実行委員会」という。）ホームページに掲載されることがあります

２．競技結果（記録）等の取扱い

（１）本連盟ホームページ・「月間水泳」・公式計時 S E  I K O のホームページに記載します。

（２）本連盟公式モバイルサイト「Swim　Record　Mobile」に記載します

（３）開催地実行委員会が設置する記録センターを通じて公開されます

（４）開催地実行委員会又はこれらの認められた報道機関等により新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開され

　 　ることがあります

（５）大会プログラム掲載の個人情報とともに、開催地実行委員が作成する大会報告書（以下「報告書」という。）

　　 に掲載されることがあります

（６）新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラム等に掲載されることがあります

３．肖像権に関する取扱い

（１）本連盟によって撮影された映像が、中継・録画放送及びインターネットによって配信されることがあります

　　 また、DVD等に編集され、配付されることがあります。

（２）開催地実行委員会又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された映像が、中継・録画放映及びイン

　　 ターネットによって配信されることがあります。また、DVD等に編集され、配付されることがあります

（３）開催地実行委員会又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報告書及び

　 　関連ホームページ等で公開されることがあります

（４）その他、主催団体及び開催地実行委員会等に許可を受けた写真撮影企業等によって撮影された写真等が販売

　　 されることがあります

４．本連盟及び開催地実行委員会としての対応

（１）取得した個人情報を、上記利用目的以外に使用することはありません

（２）本連盟競技者登録の完了をもって、 上記取扱いに関する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

（３）大会役員・競技役員・補助役員・開催地実行委員・大会運営関係者及び来場者の皆様につきましては、上記

　　取り扱いに関する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

以上

平成27年4月1日



【大切なことですから、本欄を読んで必ず守ってください】 

2019年４月１日 

公益財団法人 日本水泳連盟 
 

Ⅰ 宣伝・広告の媒体について 
 
本連盟では選手や役員のみなさんが宣伝・広告の媒体とならないように競技会の会場（招集所出口からテー

ブル・植栽・柵・チェーン・パーテーション等の造作物で仕切られた範囲内）内で着たり、持ち込んだりする

もの、たとえば水着やシャツ、トレーニングウェア、バッグなどのマークなどについて次のように制限をして

います。よく読んで必ず守ってください。 

１ ついていてもよいもの 

（１）自分の氏名、エントリーした所属（チーム・学校・クラブ等）の名称やマーク。 

（２）国旗・国または地域の名称、都道府県や市町村の名称やマーク。 

（３）公式競技会および公認競技会のシンボルマークや本連盟が認めたもの。 

（４）水着・ウェア等のメーカーロゴ・マーク。 

（５）事前に届出承認がされている、スポンサーロゴ。 

２ それぞれの大きさと数 

それぞれの大きさ（サイズ）は着用前の面積とします。採寸方法は正方形または長方形とみなし、縦×横で

面積を求めます。それぞれの面積は最大を示し、その範囲内であれば大きさに規定はありません。 

マークの種類／用途 
水着についていてよい

大きさと数 

ウェアについていてよ

い大きさと数 

その他のものについて 

いてよい大きさと数 

自分の氏名、エントリーした所

属の名称・マーク、国旗・国ま

たは地域等の名称やマーク、公

式・公認競技会のマークや本連

盟が認めたもの 

競泳は50㎠以内で 

１カ所。 

競泳以外の競技は大き

さ数に制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

メーカーのロゴ・マーク 

メーカーロゴまたはマ

ークは30㎠以内で１カ

所。（注１） 

メーカーロゴは40㎠以

内で１カ所。マークは 

20㎠以内であれば、いく

つ、ついていてもよい。 

メーカーロゴは20㎠

以内で１カ所。マーク

は20㎠以内であれば、い

くつ、ついていてもよい。 

事前承認されたスポンサーロゴ 30㎠以内で１カ所。 ・ 40㎠以内で１カ所。 20㎠以内で１カ所。 

注１ ワンピース水着の場合は、ウエストより上に１つウエストより下に１つ許され、ツーピース水着の場合

は、上部に１つ下部に１つが許される。ただし、これらの商標名は相互に隣接して置くことはできない。 

 

Ⅱ 国内競技会での競泳水着の取り扱いについて 
 
本連盟ならびに加盟団体が主催する競技会（公式競技会）と公認された競技会（公認競技会）の競泳競技に

おいて、着用できる水着は下記の通りです。 
 
１ ＦＩＮＡの公認した水着を着用すること。 

※規定に外れる水着を着用して泳いだ場合の記録は、各公式・公認競技において参考記録扱いとなり、

決勝への出場および全国大会や国際大会の標準突破記録として認められず、本連盟のランキングにも

反映されません。 

２ 着用できる水着は１枚のみとし、水着の重ね着は禁止します。 

３ 水着へのテーピングおよび２次加工は禁止します。 

※水着の重ね着、水着へのテーピングおよび２次加工の規定に違反した場合は失格となります。 

 



ドーピングって、なに？ 

なんでいけないの？ 
 

 

ドーピングとはフェアプレーの精神に反し

て、競技における運動能力の向上を目的として

禁止物質を使用したり物理的な方法を用いた

りすることです。また、チームスタッフ等が禁

止物質の使用を企てたり支援したりする行為

もドーピングの一種とされています。 

 スポーツの価値の根幹にはフェアプレーが

あり、それを尊守する姿勢をスポーツマンシッ

プと呼んで称賛します。スポーツに参加する選

手全員がフェアプレーをすることによっては

じめて勝敗の意味が生まれ、勝者と敗者がとも

に相手を讃え合う気持ちが湧いてきます。スポ

ーツの価値として、日本アンチ・ドーピング規

程（公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構）

には以下のようなものが列記されています。 

・倫理観、フェアプレーと誠意  

・健康  

・卓越した競技能力  

・人格と教育  

・楽しみと喜び  

・チームワーク  

・献身と真摯な取り組み  

・規則・法を尊重する姿勢  

・自分自身とその他の参加者を尊重する姿勢  

・勇気  

・共同体意識と連帯意識 

 このような素晴らしい価値をもつスポーツ

活動はすべてフェアプレーの上に成り立って

おり、フェアプレーの精神に反するドーピング

行為は禁止されています。

 

 

 ドーピングが禁止される理由はもう１つあ

り、それは身体的な健康被害です。ドーピング

で禁止している物質の多くは競技力向上と引

き換えに健康を害します。せっかくスポーツを

とおして健康なからだ、健康な精神を培ってき

たのに、ドーピングによって両者ともはかなく

崩れ去ってしまうのです。 

 ドーピングが禁止されているのは、一部のト

ップアスリートだけではないのです。小学生だ

って中学生だって、趣味として活動している中

高年のスポーツ愛好家だって、「ずるいこと」を

して試合に勝っても、すがすがしい達成感は生

まれません。 

 さあ、これを読んだあなたがスポーツの価値

を高めていく主役なのです。スポーツ活動をと

おして、自分とスポーツを取り囲む文化を磨き

上げていきましょう。

 

日本水泳連盟編集・発刊『水泳選手のためのアンチ・ドーピングのい・ろ・は』 

（2015年）、p10より引用。 


