
交通渋滞緩和のため時間帯によって入場できる車両を以下の通り指定いたします。
※駐車場待ち路上停車は厳禁です。

６:４０～７:００

７:００～７:２０

７:２０～９:００

6:４0～９:００







１．全体スケジュール / ２０２２年５月８日（日）

２．大会詳細
　（会場）福岡県立総合プール（５０ｍ×８レーン）
　（大会規模）参加クラブ数　４４団体
　（参加人数）男子４４２名　女子３８５名　合計８２７名
３．新型コロナウイルスの感染拡大防止について
　事前にお知らせしております対策を講じて大会を開催しますので、観戦防止策チェックリスト等の資
　料を必ず確認して来場してください。また、会場内にも様 な々対策やお願いを掲示しておりますので、
　必ず指示に従って行動してください。
　また、以下の①～⑤に該当する方の入場はお断りいたします。
　　① コロナウイルス陽性者で保健所から療養解除をされていない方（保健所の指導に従って判断し
　　① てください）
　　② 濃厚接触者・健康観察（自宅待機）期間に該当する方（保健所の指導に従って判断してください）
　　③ 福岡県が定める「施設・学校・職場等で陽性者が発生した場合の対応について※別紙参照」に
　　① おいて濃厚接触者に該当する可能性がある方（７日間の自宅待機および１０日間の健康観察期
　　① 間中に該当する方）
　　④ 大会当日、平熱を超える発熱(37.5℃以上)やのどの痛みなど体調不良の方
　　⑤本大会（移動時も含む）において感染症拡大防止のための対策（マスク着用や検温など）に協力
　　①できない方
４．競技について
　（１）本大会は（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行います。
　（２）スタートは１回のルールを採用します。
　（３）競技は全てタイムレース決勝で行い、タイムスケジュールどおりに行います。競技進行予定時間が
　　　変更になる場合は場内放送にてお知らせします。 
　（４）各自競技１０組前までに招集チェックを受けてください。なお、招集に遅れた場合は棄権とみなし
　　　ます。招集の際にADカード・招集カード・マスク・脱衣袋と水着の確認を行います。
　　　第１次招集所・導線は会場図をご確認ください。
　（５）競技のスタートは、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、速やかに横退水してください。ただし背泳ぎ・リレーについては、速やかに自レー
　　　ンより退水してください。

　（６）競技の進行が予定時間より早くなった場合は、支障のない限りそのまま競技を続行します。
　　　なお、２０分以上早くなった場合は場内放送をしますので、放送には十分注意をし、招集に遅れ
　　　ないようにして下さい。
　（７）競技を棄権する場合は、所定の棄権届出用紙に記入し、８時００分までにインフォメーションに
　　　届け出てください。
　（８）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）通告は組のみ紹介を前レース競技中に行います。
　（10）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、大会本部「審判長」へ提出して下さい。
５．各種締め切り時間
　リレーオーダー締め切り
　メドレーリレー　８：００　フリーリレー　１３：００
　※リレーオーダーは、必ず選手番号の記入をお願いします。
　※上記締切時間を変更する場合は、場内放送にてお知らせします。
６．表彰について
　（１）順位の表彰は行わない。
　（２）優秀選手賞‥‥大会において優れた記録を樹立した選手に授与する。
　（３）優秀コーチ賞‥‥大会優秀選手の担当コーチに授与する。（成績最上位１名）
７．プール使用について
　（１）練習について
　選手同士の密集をできるだけ避ける為に、所属プールでのウォーミングアップが可能な場合はご協力
　をお願いいたします。なお、プールが混雑する場合は、利用制限を実施する場合もございます。
　２０２２年５月７日（土）　前日練習日
　　○メインプール（５０mプール）・・・ １３：００～１９：００
　　○サブプール（２５mプール）・・・使用できません
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　２０２２年５月８日（日）　
　　○メインプール（５０mプール）・・・ ７：２０～８：５０（８：２０～８：５０は公式スタート練習）
　　○サブプール（２５mプール）・・・７：２０～競技終了時まで
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　　・男女別にレーンを指定する。(別紙参照)
　　・キックボード、プルブイ以外の使用を禁止する。
　　・メインプール公式スタート練習時およびアッププール指定レーン以外の飛び込みは禁止する。
　　・公式スタート練習の代理人による順番待ちは禁止する。
　　・競技中はアッププールで練習を行って下さい。（アッププールでの飛込は厳禁です）
　　・朝一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。
　　・必ずコーチが付き添って練習を行って下さい。事故がないよう、各クラブで責任を持って選手
　　・レーンロープに乗らないようにして下さい。
　　・水質保全のため、スイミングキャップの着用にご協力下さい。
８．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退場方法(導線)は、会場図をご確認下さい。
　（３）プールサイドにコーチ席を設ける。コーチボックス内での携帯電話の使用、会話、選手への指導
　　　シート類での場所取りは禁止します。また、コーチボックス内は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着替用テント等を利用してください。また、２５mプー
　　　ル男女更衣室」を利用する場合は盗難防止のためロッカー使用時は必ず鍵をかけて下さい。

　　　鍵の紛失、貴重品の管理等各自でご注意下さい。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内で使用した場合は、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）選手控所は指定された場所を利用してください。また、館内では、人と人との距離を保てるようご
　　　協力ください。
　（６）食事はチーム控えエリアでも食事は可能ですが会話を控え、黙食にご協力ください。 
　（７）大会前日の会場敷地内でのテント等の設置および場所取りは厳禁です。
　（８）出入り口の制限を行います。封鎖されている出入口からの出入りは厳禁です。（会場図参照）
８．入場口について
　（１）入場口は以下の通りです。
　　【正面玄関】選手・コーチ・ 競技役員
　　【モニュメント側出入り口】選手・コーチ・競技役員・観覧入場（リストバンド式パスをお持ちの方）
９．駐車場について
　（１）駐車許可証の無い車は駐車出来ません。駐車場を利用の際は、必ず係員の指示に従って下さい。
　（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外からよく見える
　　　場所に提示して下さい。
　（３）大型バス、マイクロバス・ハイエース（２ナンバー車両）は、席田小学校横臨時駐車場へ駐車して
　　　いただく場合がございます。
　　◆会場前
　　　①大会役員・競技役員（要駐車許可証）
　　　②参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　③障がい者車両（参加団体からの事前申請が必要です）
　　◆席田小学校横臨時駐車場（９：００～競技終了３０分後閉門）
　　　①参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　②送迎車両
　　※会場⇄席田小学校横臨時駐車場間はシャトルバスを運行します。
　　※シャトルバスの運行は９：００から競技終了後約３０分です。
　（３）付近の路上、空き地、商業施設(サニーなど)、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下さい。）
　（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。
１０．撮影について
　（１）競技プール（メインプール）のプール内（観客席からの撮影で、スタート側からターン側までの範囲
　　　に限る・スタート台後ろからの撮影は禁止）の撮影のみ許可します。
　（２）選手をカメラ・ビデオの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。
　（３）フラッシュ撮影は禁止です。
　（４）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。
１１．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します。　
　（２）スイムレコードモバイルにて超速報サービスを実施します。
　※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。

１２．注意事項・その他
　（１）競技役員は指定された時間までに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
　　　競技役員控え場所です。
　（２）速報板は２階屋外に設けます。（会場図参照）
　（３）会場内は濡れたままで歩かないで下さい。（身体を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。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）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
　　　ように注意して下さい。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下さい。
　（７）救急用品（救急箱）は各クラブで準備して下さい。大会期間中の事故に対しましては、各クラブで
　　　加入されている保険で対応して下さい。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。
　（８）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。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下さい。
　（９）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Ｆ
　　　ＡＸにてお願いします。（様式はプログラム冊子・ウェブサイトに掲載します。）
　　　　※福岡県水泳連盟事務局・福岡県立総合プールへのお問い合わせはご遠慮ください。
　　　　※選手個人・保護者からのお問い合わせは一切お受けしません。必ず所属団体（個人参加は申
　　　　　込責任者）を通じてお問い合わせください。       
　（１０）本大会は公認大会ですので、（公財）日本水泳連盟の定め（日本水泳連盟のホームページに掲
　　　　載）に従ったものを着用して下さい。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。 
　（１１）会場内は指定の喫煙所を除き禁煙とします。 電子タバコも含め、おタバコは喫煙所をご利用く
　　　　ださい。         
　（１２）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。　
１３．監督者会議 
　監督者会議　８：００　場所　１階競技役員控室　※会場案内図参照
　資料は（一社）福岡県水泳連盟ホームページ掲載しますので事前に内容の確認をお願いいたします。

６：３０ / 駐車場入口
７：００ / １階正面玄関より

７：２０ / 競技用プール・サブプール
８：１０ / 観覧パスをお持ちの方のみ・モニュメント側出入り口より
８：２０～８：５０ / 競技用プール
８：５０
９：００

1/4

開門
開場

練習開始
観客入場
公式スタート練習
練習終了
競技開始

※入場時の混雑緩和のため、入場時間を分けての整列・入場を行わせていただく場合がございます。

※２０２２年５月７日（土）は前日練習日

監督配布資料 / 二次要項
みんなの水泳記録会5.8長水路　(大会コード：4022722)



１．全体スケジュール / ２０２２年５月８日（日）

２．大会詳細
　（会場）福岡県立総合プール（５０ｍ×８レーン）
　（大会規模）参加クラブ数　４４団体
　（参加人数）男子４４２名　女子３８５名　合計８２７名
３．新型コロナウイルスの感染拡大防止について
　事前にお知らせしております対策を講じて大会を開催しますので、観戦防止策チェックリスト等の資
　料を必ず確認して来場してください。また、会場内にも様 な々対策やお願いを掲示しておりますので、
　必ず指示に従って行動してください。
　また、以下の①～⑤に該当する方の入場はお断りいたします。
　　① コロナウイルス陽性者で保健所から療養解除をされていない方（保健所の指導に従って判断し
　　① てください）
　　② 濃厚接触者・健康観察（自宅待機）期間に該当する方（保健所の指導に従って判断してください）
　　③ 福岡県が定める「施設・学校・職場等で陽性者が発生した場合の対応について※別紙参照」に
　　① おいて濃厚接触者に該当する可能性がある方（７日間の自宅待機および１０日間の健康観察期
　　① 間中に該当する方）
　　④ 大会当日、平熱を超える発熱(37.5℃以上)やのどの痛みなど体調不良の方
　　⑤本大会（移動時も含む）において感染症拡大防止のための対策（マスク着用や検温など）に協力
　　①できない方
４．競技について
　（１）本大会は（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行います。
　（２）スタートは１回のルールを採用します。
　（３）競技は全てタイムレース決勝で行い、タイムスケジュールどおりに行います。競技進行予定時間が
　　　変更になる場合は場内放送にてお知らせします。 
　（４）各自競技１０組前までに招集チェックを受けてください。なお、招集に遅れた場合は棄権とみなし
　　　ます。招集の際にADカード・招集カード・マスク・脱衣袋と水着の確認を行います。
　　　第１次招集所・導線は会場図をご確認ください。
　（５）競技のスタートは、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、速やかに横退水してください。ただし背泳ぎ・リレーについては、速やかに自レー
　　　ンより退水してください。

　（６）競技の進行が予定時間より早くなった場合は、支障のない限りそのまま競技を続行します。
　　　なお、２０分以上早くなった場合は場内放送をしますので、放送には十分注意をし、招集に遅れ
　　　ないようにして下さい。
　（７）競技を棄権する場合は、所定の棄権届出用紙に記入し、８時００分までにインフォメーションに
　　　届け出てください。
　（８）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）通告は組のみ紹介を前レース競技中に行います。
　（10）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、大会本部「審判長」へ提出して下さい。
５．各種締め切り時間
　リレーオーダー締め切り
　メドレーリレー　８：００　フリーリレー　１３：００
　※リレーオーダーは、必ず選手番号の記入をお願いします。
　※上記締切時間を変更する場合は、場内放送にてお知らせします。
６．表彰について
　（１）順位の表彰は行わない。
　（２）優秀選手賞‥‥大会において優れた記録を樹立した選手に授与する。
　（３）優秀コーチ賞‥‥大会優秀選手の担当コーチに授与する。（成績最上位１名）
７．プール使用について
　（１）練習について
　選手同士の密集をできるだけ避ける為に、所属プールでのウォーミングアップが可能な場合はご協力
　をお願いいたします。なお、プールが混雑する場合は、利用制限を実施する場合もございます。
　２０２２年５月７日（土）　前日練習日
　　○メインプール（５０mプール）・・・ １３：００～１９：００
　　○サブプール（２５mプール）・・・使用できません
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　２０２２年５月８日（日）　
　　○メインプール（５０mプール）・・・ ７：２０～８：５０（８：２０～８：５０は公式スタート練習）
　　○サブプール（２５mプール）・・・７：２０～競技終了時まで
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　　・男女別にレーンを指定する。(別紙参照)
　　・キックボード、プルブイ以外の使用を禁止する。
　　・メインプール公式スタート練習時およびアッププール指定レーン以外の飛び込みは禁止する。
　　・公式スタート練習の代理人による順番待ちは禁止する。
　　・競技中はアッププールで練習を行って下さい。（アッププールでの飛込は厳禁です）
　　・朝一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。
　　・必ずコーチが付き添って練習を行って下さい。事故がないよう、各クラブで責任を持って選手
　　・レーンロープに乗らないようにして下さい。
　　・水質保全のため、スイミングキャップの着用にご協力下さい。
８．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退場方法(導線)は、会場図をご確認下さい。
　（３）プールサイドにコーチ席を設ける。コーチボックス内での携帯電話の使用、会話、選手への指導
　　　シート類での場所取りは禁止します。また、コーチボックス内は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着替用テント等を利用してください。また、２５mプー
　　　ル男女更衣室」を利用する場合は盗難防止のためロッカー使用時は必ず鍵をかけて下さい。

　　　鍵の紛失、貴重品の管理等各自でご注意下さい。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内で使用した場合は、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）選手控所は指定された場所を利用してください。また、館内では、人と人との距離を保てるようご
　　　協力ください。
　（６）食事はチーム控えエリアでも食事は可能ですが会話を控え、黙食にご協力ください。 
　（７）大会前日の会場敷地内でのテント等の設置および場所取りは厳禁です。
　（８）出入り口の制限を行います。封鎖されている出入口からの出入りは厳禁です。（会場図参照）
８．入場口について
　（１）入場口は以下の通りです。
　　【正面玄関】選手・コーチ・ 競技役員
　　【モニュメント側出入り口】選手・コーチ・競技役員・観覧入場（リストバンド式パスをお持ちの方）
９．駐車場について
　（１）駐車許可証の無い車は駐車出来ません。駐車場を利用の際は、必ず係員の指示に従って下さい。
　（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外からよく見える
　　　場所に提示して下さい。
　（３）大型バス、マイクロバス・ハイエース（２ナンバー車両）は、席田小学校横臨時駐車場へ駐車して
　　　いただく場合がございます。
　　◆会場前
　　　①大会役員・競技役員（要駐車許可証）
　　　②参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　③障がい者車両（参加団体からの事前申請が必要です）
　　◆席田小学校横臨時駐車場（９：００～競技終了３０分後閉門）
　　　①参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　②送迎車両
　　※会場⇄席田小学校横臨時駐車場間はシャトルバスを運行します。
　　※シャトルバスの運行は９：００から競技終了後約３０分です。
　（３）付近の路上、空き地、商業施設(サニーなど)、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下さい。）
　（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。
１０．撮影について
　（１）競技プール（メインプール）のプール内（観客席からの撮影で、スタート側からターン側までの範囲
　　　に限る・スタート台後ろからの撮影は禁止）の撮影のみ許可します。
　（２）選手をカメラ・ビデオの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。
　（３）フラッシュ撮影は禁止です。
　（４）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。
１１．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します。　
　（２）スイムレコードモバイルにて超速報サービスを実施します。
　※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。

１２．注意事項・その他
　（１）競技役員は指定された時間までに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
　　　競技役員控え場所です。
　（２）速報板は２階屋外に設けます。（会場図参照）
　（３）会場内は濡れたままで歩かないで下さい。（身体を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。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）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
　　　ように注意して下さい。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下さい。
　（７）救急用品（救急箱）は各クラブで準備して下さい。大会期間中の事故に対しましては、各クラブで
　　　加入されている保険で対応して下さい。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。
　（８）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。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下さい。
　（９）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Ｆ
　　　ＡＸにてお願いします。（様式はプログラム冊子・ウェブサイトに掲載します。）
　　　　※福岡県水泳連盟事務局・福岡県立総合プールへのお問い合わせはご遠慮ください。
　　　　※選手個人・保護者からのお問い合わせは一切お受けしません。必ず所属団体（個人参加は申
　　　　　込責任者）を通じてお問い合わせください。       
　（１０）本大会は公認大会ですので、（公財）日本水泳連盟の定め（日本水泳連盟のホームページに掲
　　　　載）に従ったものを着用して下さい。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。 
　（１１）会場内は指定の喫煙所を除き禁煙とします。 電子タバコも含め、おタバコは喫煙所をご利用く
　　　　ださい。         
　（１２）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。　
１３．監督者会議 
　監督者会議　８：００　場所　１階競技役員控室　※会場案内図参照
　資料は（一社）福岡県水泳連盟ホームページ掲載しますので事前に内容の確認をお願いいたします。
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１．全体スケジュール / ２０２２年５月８日（日）

２．大会詳細
　（会場）福岡県立総合プール（５０ｍ×８レーン）
　（大会規模）参加クラブ数　４４団体
　（参加人数）男子４４２名　女子３８５名　合計８２７名
３．新型コロナウイルスの感染拡大防止について
　事前にお知らせしております対策を講じて大会を開催しますので、観戦防止策チェックリスト等の資
　料を必ず確認して来場してください。また、会場内にも様 な々対策やお願いを掲示しておりますので、
　必ず指示に従って行動してください。
　また、以下の①～⑤に該当する方の入場はお断りいたします。
　　① コロナウイルス陽性者で保健所から療養解除をされていない方（保健所の指導に従って判断し
　　① てください）
　　② 濃厚接触者・健康観察（自宅待機）期間に該当する方（保健所の指導に従って判断してください）
　　③ 福岡県が定める「施設・学校・職場等で陽性者が発生した場合の対応について※別紙参照」に
　　① おいて濃厚接触者に該当する可能性がある方（７日間の自宅待機および１０日間の健康観察期
　　① 間中に該当する方）
　　④ 大会当日、平熱を超える発熱(37.5℃以上)やのどの痛みなど体調不良の方
　　⑤本大会（移動時も含む）において感染症拡大防止のための対策（マスク着用や検温など）に協力
　　①できない方
４．競技について
　（１）本大会は（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行います。
　（２）スタートは１回のルールを採用します。
　（３）競技は全てタイムレース決勝で行い、タイムスケジュールどおりに行います。競技進行予定時間が
　　　変更になる場合は場内放送にてお知らせします。 
　（４）各自競技１０組前までに招集チェックを受けてください。なお、招集に遅れた場合は棄権とみなし
　　　ます。招集の際にADカード・招集カード・マスク・脱衣袋と水着の確認を行います。
　　　第１次招集所・導線は会場図をご確認ください。
　（５）競技のスタートは、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、速やかに横退水してください。ただし背泳ぎ・リレーについては、速やかに自レー
　　　ンより退水してください。

　（６）競技の進行が予定時間より早くなった場合は、支障のない限りそのまま競技を続行します。
　　　なお、２０分以上早くなった場合は場内放送をしますので、放送には十分注意をし、招集に遅れ
　　　ないようにして下さい。
　（７）競技を棄権する場合は、所定の棄権届出用紙に記入し、８時００分までにインフォメーションに
　　　届け出てください。
　（８）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）通告は組のみ紹介を前レース競技中に行います。
　（10）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、大会本部「審判長」へ提出して下さい。
５．各種締め切り時間
　リレーオーダー締め切り
　メドレーリレー　８：００　フリーリレー　１３：００
　※リレーオーダーは、必ず選手番号の記入をお願いします。
　※上記締切時間を変更する場合は、場内放送にてお知らせします。
６．表彰について
　（１）順位の表彰は行わない。
　（２）優秀選手賞‥‥大会において優れた記録を樹立した選手に授与する。
　（３）優秀コーチ賞‥‥大会優秀選手の担当コーチに授与する。（成績最上位１名）
７．プール使用について
　（１）練習について
　選手同士の密集をできるだけ避ける為に、所属プールでのウォーミングアップが可能な場合はご協力
　をお願いいたします。なお、プールが混雑する場合は、利用制限を実施する場合もございます。
　２０２２年５月７日（土）　前日練習日
　　○メインプール（５０mプール）・・・ １３：００～１９：００
　　○サブプール（２５mプール）・・・使用できません
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　２０２２年５月８日（日）　
　　○メインプール（５０mプール）・・・ ７：２０～８：５０（８：２０～８：５０は公式スタート練習）
　　○サブプール（２５mプール）・・・７：２０～競技終了時まで
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　　・男女別にレーンを指定する。(別紙参照)
　　・キックボード、プルブイ以外の使用を禁止する。
　　・メインプール公式スタート練習時およびアッププール指定レーン以外の飛び込みは禁止する。
　　・公式スタート練習の代理人による順番待ちは禁止する。
　　・競技中はアッププールで練習を行って下さい。（アッププールでの飛込は厳禁です）
　　・朝一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。
　　・必ずコーチが付き添って練習を行って下さい。事故がないよう、各クラブで責任を持って選手
　　・レーンロープに乗らないようにして下さい。
　　・水質保全のため、スイミングキャップの着用にご協力下さい。
８．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退場方法(導線)は、会場図をご確認下さい。
　（３）プールサイドにコーチ席を設ける。コーチボックス内での携帯電話の使用、会話、選手への指導
　　　シート類での場所取りは禁止します。また、コーチボックス内は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着替用テント等を利用してください。また、２５mプー
　　　ル男女更衣室」を利用する場合は盗難防止のためロッカー使用時は必ず鍵をかけて下さい。

　　　鍵の紛失、貴重品の管理等各自でご注意下さい。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内で使用した場合は、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）選手控所は指定された場所を利用してください。また、館内では、人と人との距離を保てるようご
　　　協力ください。
　（６）食事はチーム控えエリアでも食事は可能ですが会話を控え、黙食にご協力ください。 
　（７）大会前日の会場敷地内でのテント等の設置および場所取りは厳禁です。
　（８）出入り口の制限を行います。封鎖されている出入口からの出入りは厳禁です。（会場図参照）
８．入場口について
　（１）入場口は以下の通りです。
　　【正面玄関】選手・コーチ・ 競技役員
　　【モニュメント側出入り口】選手・コーチ・競技役員・観覧入場（リストバンド式パスをお持ちの方）
９．駐車場について
　（１）駐車許可証の無い車は駐車出来ません。駐車場を利用の際は、必ず係員の指示に従って下さい。
　（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外からよく見える
　　　場所に提示して下さい。
　（３）大型バス、マイクロバス・ハイエース（２ナンバー車両）は、席田小学校横臨時駐車場へ駐車して
　　　いただく場合がございます。
　　◆会場前
　　　①大会役員・競技役員（要駐車許可証）
　　　②参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　③障がい者車両（参加団体からの事前申請が必要です）
　　◆席田小学校横臨時駐車場（９：００～競技終了３０分後閉門）
　　　①参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　②送迎車両
　　※会場⇄席田小学校横臨時駐車場間はシャトルバスを運行します。
　　※シャトルバスの運行は９：００から競技終了後約３０分です。
　（３）付近の路上、空き地、商業施設(サニーなど)、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下さい。）
　（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。
１０．撮影について
　（１）競技プール（メインプール）のプール内（観客席からの撮影で、スタート側からターン側までの範囲
　　　に限る・スタート台後ろからの撮影は禁止）の撮影のみ許可します。
　（２）選手をカメラ・ビデオの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。
　（３）フラッシュ撮影は禁止です。
　（４）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。
１１．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します。　
　（２）スイムレコードモバイルにて超速報サービスを実施します。
　※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。

１２．注意事項・その他
　（１）競技役員は指定された時間までに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
　　　競技役員控え場所です。
　（２）速報板は２階屋外に設けます。（会場図参照）
　（３）会場内は濡れたままで歩かないで下さい。（身体を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。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）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
　　　ように注意して下さい。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下さい。
　（７）救急用品（救急箱）は各クラブで準備して下さい。大会期間中の事故に対しましては、各クラブで
　　　加入されている保険で対応して下さい。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。
　（８）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。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下さい。
　（９）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Ｆ
　　　ＡＸにてお願いします。（様式はプログラム冊子・ウェブサイトに掲載します。）
　　　　※福岡県水泳連盟事務局・福岡県立総合プールへのお問い合わせはご遠慮ください。
　　　　※選手個人・保護者からのお問い合わせは一切お受けしません。必ず所属団体（個人参加は申
　　　　　込責任者）を通じてお問い合わせください。       
　（１０）本大会は公認大会ですので、（公財）日本水泳連盟の定め（日本水泳連盟のホームページに掲
　　　　載）に従ったものを着用して下さい。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。 
　（１１）会場内は指定の喫煙所を除き禁煙とします。 電子タバコも含め、おタバコは喫煙所をご利用く
　　　　ださい。         
　（１２）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。　
１３．監督者会議 
　監督者会議　８：００　場所　１階競技役員控室　※会場案内図参照
　資料は（一社）福岡県水泳連盟ホームページ掲載しますので事前に内容の確認をお願いいたします。

3/4



１．全体スケジュール / ２０２２年５月８日（日）

２．大会詳細
　（会場）福岡県立総合プール（５０ｍ×８レーン）
　（大会規模）参加クラブ数　４４団体
　（参加人数）男子４４２名　女子３８５名　合計８２７名
３．新型コロナウイルスの感染拡大防止について
　事前にお知らせしております対策を講じて大会を開催しますので、観戦防止策チェックリスト等の資
　料を必ず確認して来場してください。また、会場内にも様 な々対策やお願いを掲示しておりますので、
　必ず指示に従って行動してください。
　また、以下の①～⑤に該当する方の入場はお断りいたします。
　　① コロナウイルス陽性者で保健所から療養解除をされていない方（保健所の指導に従って判断し
　　① てください）
　　② 濃厚接触者・健康観察（自宅待機）期間に該当する方（保健所の指導に従って判断してください）
　　③ 福岡県が定める「施設・学校・職場等で陽性者が発生した場合の対応について※別紙参照」に
　　① おいて濃厚接触者に該当する可能性がある方（７日間の自宅待機および１０日間の健康観察期
　　① 間中に該当する方）
　　④ 大会当日、平熱を超える発熱(37.5℃以上)やのどの痛みなど体調不良の方
　　⑤本大会（移動時も含む）において感染症拡大防止のための対策（マスク着用や検温など）に協力
　　①できない方
４．競技について
　（１）本大会は（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により行います。
　（２）スタートは１回のルールを採用します。
　（３）競技は全てタイムレース決勝で行い、タイムスケジュールどおりに行います。競技進行予定時間が
　　　変更になる場合は場内放送にてお知らせします。 
　（４）各自競技１０組前までに招集チェックを受けてください。なお、招集に遅れた場合は棄権とみなし
　　　ます。招集の際にADカード・招集カード・マスク・脱衣袋と水着の確認を行います。
　　　第１次招集所・導線は会場図をご確認ください。
　（５）競技のスタートは、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、速やかに横退水してください。ただし背泳ぎ・リレーについては、速やかに自レー
　　　ンより退水してください。

　（６）競技の進行が予定時間より早くなった場合は、支障のない限りそのまま競技を続行します。
　　　なお、２０分以上早くなった場合は場内放送をしますので、放送には十分注意をし、招集に遅れ
　　　ないようにして下さい。
　（７）競技を棄権する場合は、所定の棄権届出用紙に記入し、８時００分までにインフォメーションに
　　　届け出てください。
　（８）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）通告は組のみ紹介を前レース競技中に行います。
　（10）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、大会本部「審判長」へ提出して下さい。
５．各種締め切り時間
　リレーオーダー締め切り
　メドレーリレー　８：００　フリーリレー　１３：００
　※リレーオーダーは、必ず選手番号の記入をお願いします。
　※上記締切時間を変更する場合は、場内放送にてお知らせします。
６．表彰について
　（１）順位の表彰は行わない。
　（２）優秀選手賞‥‥大会において優れた記録を樹立した選手に授与する。
　（３）優秀コーチ賞‥‥大会優秀選手の担当コーチに授与する。（成績最上位１名）
７．プール使用について
　（１）練習について
　選手同士の密集をできるだけ避ける為に、所属プールでのウォーミングアップが可能な場合はご協力
　をお願いいたします。なお、プールが混雑する場合は、利用制限を実施する場合もございます。
　２０２２年５月７日（土）　前日練習日
　　○メインプール（５０mプール）・・・ １３：００～１９：００
　　○サブプール（２５mプール）・・・使用できません
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　２０２２年５月８日（日）　
　　○メインプール（５０mプール）・・・ ７：２０～８：５０（８：２０～８：５０は公式スタート練習）
　　○サブプール（２５mプール）・・・７：２０～競技終了時まで
　　○ダイビングプール・・・使用できません
　　・男女別にレーンを指定する。(別紙参照)
　　・キックボード、プルブイ以外の使用を禁止する。
　　・メインプール公式スタート練習時およびアッププール指定レーン以外の飛び込みは禁止する。
　　・公式スタート練習の代理人による順番待ちは禁止する。
　　・競技中はアッププールで練習を行って下さい。（アッププールでの飛込は厳禁です）
　　・朝一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。
　　・必ずコーチが付き添って練習を行って下さい。事故がないよう、各クラブで責任を持って選手
　　・レーンロープに乗らないようにして下さい。
　　・水質保全のため、スイミングキャップの着用にご協力下さい。
８．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退場方法(導線)は、会場図をご確認下さい。
　（３）プールサイドにコーチ席を設ける。コーチボックス内での携帯電話の使用、会話、選手への指導
　　　シート類での場所取りは禁止します。また、コーチボックス内は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着替用テント等を利用してください。また、２５mプー
　　　ル男女更衣室」を利用する場合は盗難防止のためロッカー使用時は必ず鍵をかけて下さい。

　　　鍵の紛失、貴重品の管理等各自でご注意下さい。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内で使用した場合は、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）選手控所は指定された場所を利用してください。また、館内では、人と人との距離を保てるようご
　　　協力ください。
　（６）食事はチーム控えエリアでも食事は可能ですが会話を控え、黙食にご協力ください。 
　（７）大会前日の会場敷地内でのテント等の設置および場所取りは厳禁です。
　（８）出入り口の制限を行います。封鎖されている出入口からの出入りは厳禁です。（会場図参照）
８．入場口について
　（１）入場口は以下の通りです。
　　【正面玄関】選手・コーチ・ 競技役員
　　【モニュメント側出入り口】選手・コーチ・競技役員・観覧入場（リストバンド式パスをお持ちの方）
９．駐車場について
　（１）駐車許可証の無い車は駐車出来ません。駐車場を利用の際は、必ず係員の指示に従って下さい。
　（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外からよく見える
　　　場所に提示して下さい。
　（３）大型バス、マイクロバス・ハイエース（２ナンバー車両）は、席田小学校横臨時駐車場へ駐車して
　　　いただく場合がございます。
　　◆会場前
　　　①大会役員・競技役員（要駐車許可証）
　　　②参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　③障がい者車両（参加団体からの事前申請が必要です）
　　◆席田小学校横臨時駐車場（９：００～競技終了３０分後閉門）
　　　①参加団体の車両（要駐車許可証）
　　　②送迎車両
　　※会場⇄席田小学校横臨時駐車場間はシャトルバスを運行します。
　　※シャトルバスの運行は９：００から競技終了後約３０分です。
　（３）付近の路上、空き地、商業施設(サニーなど)、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下さい。）
　（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。
１０．撮影について
　（１）競技プール（メインプール）のプール内（観客席からの撮影で、スタート側からターン側までの範囲
　　　に限る・スタート台後ろからの撮影は禁止）の撮影のみ許可します。
　（２）選手をカメラ・ビデオの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。
　（３）フラッシュ撮影は禁止です。
　（４）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。
１１．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します。　
　（２）スイムレコードモバイルにて超速報サービスを実施します。
　※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。

１２．注意事項・その他
　（１）競技役員は指定された時間までに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
　　　競技役員控え場所です。
　（２）速報板は２階屋外に設けます。（会場図参照）
　（３）会場内は濡れたままで歩かないで下さい。（身体を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。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）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
　　　ように注意して下さい。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下さい。
　（７）救急用品（救急箱）は各クラブで準備して下さい。大会期間中の事故に対しましては、各クラブで
　　　加入されている保険で対応して下さい。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。
　（８）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。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下さい。
　（９）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Ｆ
　　　ＡＸにてお願いします。（様式はプログラム冊子・ウェブサイトに掲載します。）
　　　　※福岡県水泳連盟事務局・福岡県立総合プールへのお問い合わせはご遠慮ください。
　　　　※選手個人・保護者からのお問い合わせは一切お受けしません。必ず所属団体（個人参加は申
　　　　　込責任者）を通じてお問い合わせください。       
　（１０）本大会は公認大会ですので、（公財）日本水泳連盟の定め（日本水泳連盟のホームページに掲
　　　　載）に従ったものを着用して下さい。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。 
　（１１）会場内は指定の喫煙所を除き禁煙とします。 電子タバコも含め、おタバコは喫煙所をご利用く
　　　　ださい。         
　（１２）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。　
１３．監督者会議 
　監督者会議　８：００　場所　１階競技役員控室　※会場案内図参照
　資料は（一社）福岡県水泳連盟ホームページ掲載しますので事前に内容の確認をお願いいたします。
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※イメージです



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

商品名　４ メーカー 特　徴

商品名　５ メーカー 特　徴

所属団体名

団体住所

FAX番号

担当者 （携帯）

大会事務局　回答欄

商品名　１

商品名　２

商品名　３

商品名　４

商品名　５

問合せ先

※『所属団体』が大会事務局にFAXで提出→『大会事務局』が所属クラブへＦＡＸで回答いたします。

大会事務局・・・・FAX番号０９２－５２６－５２２４

★忘れ物の保管期間は大会終了後１ヶ間です★　　　　（祭日･日曜日は休みです。）

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。

【ご回答日】　　　　　　　/　　　　　　　/　　　

□見つかりました　・　□見つかりませんでした　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□見つかりました　・　□見つかりませんでした　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□見つかりました　・　□見つかりませんでした　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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。

【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にて大会事務局にお問い合わせください。
ご理解とご協力をお願いいたします。なお、大会会場（アクシオン福岡・福岡県立総合プール）への電話でのお問い合
わせはご遠慮ください。

所属クラブ責任者記入欄

０  　０  -           -

〒

選手氏名
大会名 みんなの水泳記録会5.8長水路

期日 2022/5/8

ＦＡＸ送信先を確認してください。
（福岡県水泳連盟にはＦＡＸしないで下さい）

忘れ物問い合わせ表

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

忘れ物の詳細（出来るだけ詳しくご記入下さい）

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うえ、所属クラブへご提出下さい。
（選手および保護者の方が、大会会場や大会事務局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

見つかった時の対応 （　　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　　）

上記必要事項を全てご記入のうえ、必ず所属団体の申込責任者の方がFAXで大会運営事務局にご提出ください。
（選手本人・保護者からのお問い合わせや忘れ物の引き取り・選手個人宅への発送依頼はお受けできません。予めご了承下さい）

□見つかりました　・　□見つかりませんでした　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□見つかりました　・　□見つかりませんでした　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





レーン使用方法(公式スタート練習のレーン指定)等は当日の状況により
変更する場合がございますので、会場内の案内表示や競技役員・運営ス
タッフの指示に従ってください。皆様のご協力をお願いいたします。

１．下図の通り、男女別専用レーンを設けます。
２.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。
３．飛び込み練習はメインプール公式スタート練習時と指定レーンのみ可能です。
４．アップを開始する前は、必ずシャワーを浴びてください。
５．レーンロープに乗らないでください。
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．朝の更衣室混雑緩和のため、来場時には出来るだけ（練習）水着を着用してご来場ください。
　（更衣室を使用せず、速やかにアップを開始するため）
８.脱衣した服（マスクを含む）は、全て脱衣袋に入れて管理してください。
　※更衣室を使用する場合は、全てを袋に入れてロッカーに収納してください。
　※プールサイドに持ってくる場合は、全てを袋に入れて荷物置き場に置いてください。
９．脱衣（マスクを外した）あとは、必要な場合を除き、会話・発声しないでください。
１０．プールサイド・プール内は人との間隔を出来るだけ１m以上空けましょう。

メインプール
 サブプール

７：２０～８：５０
７：２０～競技終了

/
/ メインプール ８：２０～８：５０/

公式スタート練習





NO 区　　分 性 種　　　　別 組 時　間 NO 区　　分 性 種　　　　別 組 時　間

1 全区分 女 ２００ｍメドレーリレー 1 9:00 21 全区分 女 ４００ｍ個人メドレー 2 13:43

2 全区分 男 〃 1 9:00 22 全区分 男 〃 1 13:55

3 全区分 女 ４００ｍメドレーリレー 1 9:02 23 全区分 女 ５０ｍバタフライ 13 14:01

4 全区分 男 〃 1 9:08 24 全区分 男 〃 12 14:14

5 全区分 女 ２００ｍ個人メドレー 9 9:12 25 全区分 女 ５０ｍ背泳ぎ 11 14:26

6 全区分 男 〃 10 9:41 26 全区分 男 〃 11 14:40

7 全区分 女 ５０ｍ自由形 30 10:12 27 全区分 女 １００ｍ自由形 16 14:55

8 全区分 男 〃 35 10:40 28 全区分 男 〃 21 15:20

9 全区分 女 ５０ｍ平泳ぎ 11 11:12 29 全区分 女 ２００ｍ平泳ぎ 3 15:50

10 全区分 男 〃 12 11:24 30 全区分 男 〃 4 16:00

11 全区分 女 ４００ｍ自由形 2 11:38 31 全区分 女 ２００ｍバタフライ 1 16:12

12 全区分 男 〃 2 11:49 32 全区分 男 〃 2 16:15

13 全区分 女 １００ｍバタフライ 4 11:59 33 全区分 女 ２００ｍ背泳ぎ 3 16:21

14 全区分 男 〃 7 12:05 34 全区分 男 〃 2 16:31

15 全区分 女 １００ｍ背泳ぎ 7 12:15 35 全区分 女 ２００ｍフリーリレー 1 16:37

16 全区分 男 〃 6 12:29 36 全区分 男 〃 1

17 全区分 女 ２００ｍ自由形 5 12:40 37 全区分 女 ４００ｍフリーリレー 1 16:40

18 全区分 男 〃 8 12:54 38 全区分 男 〃 1 16:44

19 全区分 女 １００ｍ平泳ぎ 7 13:15 39 全区分 女 ８００ｍ自由形
※NO.40 1組目合同レース

1 16:49

20 全区分 男 〃 9 13:27 40 全区分 男 １５００ｍ自由形 2 16:49

競 技 順 序

17:27競技終了

※競技時間は変更になる場合もございます。



棄 権 届 棄 権 届
所閥名 所隅名

記載責任者 記載責任者

競技役員使用欄 競技役員使用欄
競技NO. 組 レ ー ン 競技者氏名 競技NO. 組 レ ー ン 競技者氏名

リザルト 招集 適告 リザルト 招集 適告



プログラム 組 レーン

ＮＯ

大会選手番号

※１

小
中
高
大

大会選手番号

小
中
高
大

大会選手番号

小
中
高
大

大会選手番号

小
中
高
大

年　　齢　　区　　分

種目

リレー

リレーオーダー用紙

2 １１－１２歳 （　男　・　女　）

距離

タイム決勝 1 １０歳以下 （　男　・　女　）

3 １３－１４歳 （　男　・　女　）

メドレーリレー

4 １５歳以上 （　男　・　女　）

チ ー　ム　名

フリガナ

姓 名
学　　年

第１泳者

年
フリガナ 学　　年

第２泳者

年
フリガナ 学　　年

第３泳者

年
フリガナ 学　　年

第４泳者

年

※１　大会選手番号はプログラム内の出場選手一覧に掲載しております。必ず記入してください。

年 　月 　日

記載責任者

レーンプログラム 組

ＮＯ

大会選手番号

※１

小
中
高
大

大会選手番号

小
中
高
大

大会選手番号

小
中
高
大

大会選手番号

小
中
高
大

年　　齢　　区　　分

種目

リレー

リレーオーダー用紙

距離

タイム決勝

2 １１－１２歳 （　男　・　女　）

1 １０歳以下 （　男　・　女　）

3 １３－１４歳 （　男　・　女　）

4 １５歳以上 （　男　・　女　）

メドレーリレー

チ ー　ム　名

名
学　　年

フリガナ

年

姓

第１泳者

フリガナ 学　　年

第２泳者

年
フリガナ 学　　年

第３泳者

年
フリガナ 学　　年

第４泳者

年

※１　大会選手番号はプログラム内の出場選手一覧に掲載しております。必ず記入してください。

年 　月 　日

記載責任者



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扱いについて 

 

平成 27年４月１日 

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なら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板等に掲載することがあります。 

（４）組合せ等の内容が本連盟及び公式計時ＳＥＩＫＯ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・「月刊水泳」・公式計時ＳＥＩＫＯ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に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、上記取扱いに関するご承諾をいだいたものとして対応させていただきます。 

以上 



【大切なことですから、本欄を読んで必ず守ってください】 

2016年2月28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場の「アリーナ」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（自国でなくてもよい）、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 
 
日本水泳連盟並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する。 

３ 水着へのテーピングおよび２次加工は禁止する。 

※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。 
 

 





福岡水泳協会 / 福岡市水泳協会
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