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※参加人数（コーチ・役員含む）多数で収容定員に近い為、密を避けコロナ感染防止のため【無観客試合とします】

１．日　時 ２０２２年　7月2日（土）～7月3日（日）

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

前日練習 本プール（50ｍ） １５時００分～１９時００分

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 1日目 ８時００分～９時１５分

２日目 ８時００分～９時１５分

公式スタート練習は蜜を避けるため実施いたしません。ダッシュレーン

（１レーン・１０レーン）を設けます

競技開始 ９時３０分～

競技終了 タイムトライアル終了後

２．大会詳細

会　　　場 福岡市立総合西市民プール（50ｍ×10レーン・水深　3.3ｍ）

大会規模

１日目参加団体数：　83団体　 参加人数　　男子　470名・女子　432名　　　計　902名

２日目参加団体数：　86団体　 参加人数　　男子　469名・女子  347名　　　計  814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2022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《県選手権予選》は、タイムレースで行い、決勝進出者10名、補欠2名を決める。

　　　　補欠者は決勝進出者の中から棄権者が出た場合、上位者から決勝出場権を与えるので、決勝の

　　　　招集の点呼を必ず受けること。

　　　　なお、エントリーが10名に満たない場合とリレー種目及び４００ｍ以上の競技はタイムレース決勝とする。

　　　　《JO予選》は全てタイムレース決勝で行う。

　　　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・リレー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。

　　　　　　2022年度　福岡県選手権　兼　第77回国民体育大会福岡県予選会　兼　                                 
         第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技福岡県予選会監督者配布資料/二次要項

   合計　92団体/1543名



　　　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 2/5

　　　　 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。

      ⑥選手の招集について

　　　*競技の進行状況に注意し、招集時間（競技10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。

　　　*リレーオーダー用紙は次の通りに提出してください。（選手番号記入）

　　　　　　（大会１日目２００ｍメドレーリレー　8：30　　200ｍフリーリレー　14：00締め切り）

　　　　　　（大会2日目４００ｍメドレーリレー　8：00　　400ｍフリーリレー　14：30締め切り）

     　　　　※2日目は前日からリレーオーダーを受け付けます。

　　　　　 　※選手番号をリレーオーダー用紙に記入ください。（選手番号はプログラムに記載）　

             ※提出場所は記録室にお願いします

　　　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。

　　　⑧リレーの引き継ぎ判定は、PTにより判定します。

　　　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。

      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（失格通告後）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位にメダルを授与する（リレーは除く）

　　　※OPEN参加者は表彰の対象とはならない。

　　　表彰式は行わず、競技終了後一括して各クラブに渡す。

　（３）練習について

       🔹メインプール　　 　 　 1日目・ 2日目　8：00～9：15

　　　　※ダッシュレーンでの整列は前の人との間隔を１ｍ以上開けて、会話をせず並んでください。

　　 　🔹ウォーミンングアッププール（サブプール）　　8：00～競技終了後30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。

　　　　メインプールはダッシュレーン以外飛込禁止です。

　　　④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。

　　　⑤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。



　　　⑥レーンロープに乗らないようにして下さい。 3/5

　（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（1日目・2日目）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（一社）福岡県水泳連盟ホームページをご確認下さい。

　　　*今大会は1日目と2日目で選手控場所及びスタンド席が変更になりますので、1日目終了後はシート

　　　　類は全てお持ち帰りいただくか1日目終了後に2日目の指定場所への移動をお願いします。

　　　　※競技終了後に２日目指定場所へ移動が完了したチームのみシート類を置いたままで構いませんが

　　　　　　整理整頓をお願いします。

　　　③スタンドにコーチボックスを設けます。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。

         ロッカー室に荷物を置きっぱなしにしないでください。

　　　　 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。

　（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

　　　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）

※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



　　　※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 4/5

　　　　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。

　（７）カメラ・ビデオの撮影について

　　　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。

http://fukuokasports.org/events/detail/2022702-03_swim

　　　　　　　　 1日目 cc 2日目 https://youtu.be/E3Jl2jXGkmE

　（９）注意事項・その他

　　　①競技役員は８時15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。

              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。

http://fukuokasports.org/events/detail/2022702-03_swim
https://youtu.be/bdGGC2oiuOY
https://youtu.be/E3Jl2jXGkmE


　　　 　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。 5/5

　　　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・コーチは選手１０名迄各チーム２名以内、１１名から３０名まで３名以内、３１名から４０名まで４名以内、

　　　　　４１名から５０名まで５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。

　　　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

　　　　 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階応接室で行います。

　　　⑱役員会議全体会議はは８時３０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。

　



競　技　順　序

No 性別 区分名 組数 時刻

1 女子   200m 個人メドレー    10才以下 Ｔ決勝  4組 09:30 31種目

2 男子   200m 個人メドレー    10才以下 Ｔ決勝  3組 09:44 21種目

3 女子   200m 個人メドレー    11～12才 Ｔ決勝  4組 09:56 37種目

4 男子   200m 個人メドレー    11～12才 Ｔ決勝  4組 10:09 39種目

5 男子   200m 個人メドレー    選手権 予選　  2組 10:23 14種目

6 女子   200m 自由形          11～12才 Ｔ決勝  2組 10:29 12種目

7 男子   200m 自由形          11～12才 Ｔ決勝  2組 10:35 17種目

8 女子   200m 自由形          選手権 予選　  2組 10:41 15種目

9 男子   200m 自由形          選手権 予選　  2組 10:46 20種目

10 女子 4×50m メドレーリレー  10才以下 Ｔ決勝  1組 0種目

11 男子 4×50m メドレーリレー  10才以下 Ｔ決勝  1組 10:52 1種目

12 女子 4×50m メドレーリレー  11～12才 Ｔ決勝  1組 10:55 2種目

13 男子 4×50m メドレーリレー  11～12才 Ｔ決勝  1組 10:58 1種目

14 女子   100m 平泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  4組 11:10 31種目

15 男子   100m 平泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  3組 11:18 27種目

16 女子   100m 平泳ぎ          選手権 予選　  2組 11:24 12種目

17 男子   100m 平泳ぎ          選手権 予選　  3組 11:27 24種目

18 女子   100m バタフライ      11～12才 Ｔ決勝  2組 11:32 13種目

19 男子   100m バタフライ      11～12才 Ｔ決勝  2組 11:36 12種目

20 女子   100m バタフライ      選手権 予選　  2組 11:39 14種目

21 男子   100m バタフライ      選手権 予選　  3組 11:42 23種目

22 女子   100m 背泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  2組 11:47 17種目

23 男子   100m 背泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  2組 11:51 13種目

24 女子   100m 背泳ぎ          選手権 予選　  2組 11:55 11種目

25 男子   100m 背泳ぎ          選手権 予選　  2組 11:59 19種目

26 女子    50m 自由形          10才以下 Ｔ決勝 14組 12:03 139種目

27 男子    50m 自由形          10才以下 Ｔ決勝 14組 12:17 140種目

28 女子    50m 自由形          11～12才 Ｔ決勝 15組 12:32 146種目

29 男子    50m 自由形          11～12才 Ｔ決勝 14組 12:47 137種目

30 女子    50m 自由形          選手権 予選　  3組 13:00 23種目

31 男子    50m 自由形          選手権 予選　  4組 13:03 34種目

32 女子    50m 平泳ぎ          10才以下 Ｔ決勝  5組 13:06 47種目

33 男子    50m 平泳ぎ          10才以下 Ｔ決勝  5組 13:13 42種目

34 女子    50m 平泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  5組 13:19 42種目

35 男子    50m 平泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  6組 13:25 51種目

36 女子    50m バタフライ      10才以下 Ｔ決勝  6組 13:32 51種目

37 男子    50m バタフライ      10才以下 Ｔ決勝  5組 13:38 50種目

38 女子    50m バタフライ      11～12才 Ｔ決勝  7組 13:44 69種目

39 男子    50m バタフライ      11～12才 Ｔ決勝  7組 13:51 63種目

「１日目」

（　休憩約9分　）

種目数種　目

※競技終了後にチャレンジレースを実施します。



競　技　順　序

No 性別 区分名 組数 時刻

「１日目」

種目数種　目

40 女子    50m 背泳ぎ          10才以下 Ｔ決勝  7組 13:58 66種目

41 男子    50m 背泳ぎ          10才以下 Ｔ決勝  5組 14:09 42種目

42 女子    50m 背泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  4組 14:16 34種目

43 男子    50m 背泳ぎ          11～12才 Ｔ決勝  5組 14:22 43種目

44 女子   100m 自由形          11～12才 Ｔ決勝  7組 14:29 65種目

45 男子   100m 自由形          11～12才 Ｔ決勝  8組 14:40 74種目

46 女子   800m 自由形          ＣＳ・選手権 Ｔ決勝  1組 14:53 9種目

47 男子  1500m 自由形          ＣＳ・選手権 Ｔ決勝  1組 15:03 10種目

48 女子   200m 個人メドレー    選手権 決勝　 15:30 6種目

49 男子   200m 個人メドレー    選手権 決勝　 15:33 0種目

50 女子   200m 自由形          選手権 決勝　 15:36 0種目

51 男子   200m 自由形          選手権 決勝　 15:39 0種目

52 女子   100m 平泳ぎ          選手権 決勝　 15:42 0種目

53 男子   100m 平泳ぎ          選手権 決勝　 15:44 0種目

54 女子   100m バタフライ      選手権 決勝　 15:46 0種目

55 男子   100m バタフライ      選手権 決勝　 15:48 0種目

56 女子   100m 背泳ぎ          選手権 決勝　 15:50 0種目

57 男子   100m 背泳ぎ          選手権 決勝　 15:52 0種目

58 女子    50m 自由形          選手権 決勝　 15:55 0種目

59 男子    50m 自由形          選手権 決勝　 15:56 0種目

60 女子 4×50m フリーリレー    10才以下 Ｔ決勝  1組 16:05 1種目

61 男子 4×50m フリーリレー    10才以下 Ｔ決勝  1組 16:08 1種目

62 女子 4×50m フリーリレー    11～12才 Ｔ決勝  1組 16:11 2種目

63 男子 4×50m フリーリレー    11～12才 Ｔ決勝  1組 16:13 2種目

競技終了予定 16:15

（　休憩約8分　）

（　休憩約8分　）

※競技終了後にチャレンジレースを実施します。



競　技　順　序

No 性別 区分名 組数 時刻

「２日目」

種目数種　目

64 女子 4×100m メドレーリレー  13才以上 Ｔ決勝  1組 09:30 1種目

65 男子 4×100m メドレーリレー  13才以上 Ｔ決勝  1組 09:35 3種目

66 女子   200m 個人メドレー    13才以上 Ｔ決勝  4組 09:50 40種目

67 男子   200m 個人メドレー    13才以上 Ｔ決勝  5組 10:02 49種目

68 女子   200m 自由形          13才以上 Ｔ決勝  5組 10:17 46種目

69 男子   200m 自由形          13才以上 Ｔ決勝  8組 10:31 75種目

70 女子   200m 平泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  3組 10:53 27種目

71 男子   200m 平泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  4組 11:03 36種目

72 女子   200m バタフライ      13才以上 Ｔ決勝  2組 11:16 11種目

73 男子   200m バタフライ      13才以上 Ｔ決勝  3組 11:22 21種目

74 女子   200m 背泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  3組 11:31 29種目

75 男子   200m 背泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  3組 11:41 22種目

76 男子   200m 平泳ぎ          選手権 予選　  2組 11:51 17種目

77 女子   100m 自由形          選手権 予選　  3組 11:58 29種目

78 男子   100m 自由形          選手権 予選　  4組 12:02 36種目

79 女子    50m 自由形          13才以上 Ｔ決勝 13組 12:08 126種目

80 男子    50m 自由形          13才以上 Ｔ決勝 19組 12:20 181種目

81 女子   100m 平泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  5組 12:37 46種目

82 男子   100m 平泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  6組 12:46 57種目

83 女子   100m バタフライ      13才以上 Ｔ決勝  4組 12:56 33種目

84 男子   100m バタフライ      13才以上 Ｔ決勝  6組 13:03 60種目

85 女子   100m 背泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  5組 13:12 42種目

86 男子   100m 背泳ぎ          13才以上 Ｔ決勝  4組 13:22 39種目

87 女子   100m 自由形          13才以上 Ｔ決勝 12組 13:30 112種目

88 男子   100m 自由形          13才以上 Ｔ決勝 16組 13:49 157種目

89 男子    50m 平泳ぎ          選手権 予選　  2組 14:12 18種目

90 男子    50m バタフライ      選手権 予選　  2組 14:14 19種目

91 男子    50m 背泳ぎ          選手権 予選　  2組 14:16 12種目

92 女子   400m 個人メドレー    13才以上･選手権 Ｔ決勝  2組 14:18 14種目

93 男子   400m 個人メドレー    13才以上･選手権 Ｔ決勝  2組 14:30 20種目

94 女子   400m 自由形          13才以上･選手権 Ｔ決勝  4組 14:41 37種目

95 男子   400m 自由形          13才以上･選手権 Ｔ決勝  5組 15:03 43種目

96 女子   200m 平泳ぎ          選手権 決勝　 15:40 8種目

97 男子   200m 平泳ぎ          選手権 決勝　 15:43 0種目

98 女子   200m バタフライ      選手権 決勝　 15:46 5種目

99 男子   200m バタフライ      選手権 決勝　 15:50 9種目

100 女子   200m 背泳ぎ          選手権 決勝　 15:53 9種目

101 男子   200m 背泳ぎ          選手権 決勝　 15:57 10種目

（　休憩約9分　）

（　休憩約12分　）

※競技終了後にチャレンジレースを実施します。



競　技　順　序

No 性別 区分名 組数 時刻

「２日目」

種目数種　目

102 女子   100m 自由形          選手権 決勝　 16:01 0種目

103 男子   100m 自由形          選手権 決勝　 16:02 0種目

104 女子    50m 平泳ぎ          選手権 決勝　 16:04 9種目

105 男子    50m 平泳ぎ          選手権 決勝　 16:06 0種目

106 女子    50m バタフライ      選手権 決勝　 16:07 9種目

107 男子    50m バタフライ      選手権 決勝　 16:09 0種目

108 女子    50m 背泳ぎ          選手権 決勝　 16:10 10種目

109 男子    50m 背泳ぎ          選手権 決勝　 16:12 0種目

110 女子 4×100m フリーリレー    13才以上 Ｔ決勝  1組 16:20 4種目

111 男子 4×100m フリーリレー    13才以上 Ｔ決勝  1組 16:25 4種目

競技終了予定 16:29

（　休憩約7分　）

※競技終了後にチャレンジレースを実施します。



50m種目での動線 レース前の動線 レース後の動線
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〇 ⑧ ⑧ 〇

〇 ⑨ ⑨ 〇

〇 ⑩ ⑩ 〇

第２招集から 　　50ｍ選手荷物置き場

プール入口 サブプールへ

100m以上の４×100ｍリレー種目での動線

レース前の動線 レース後の動線

〇 ① ① 〇

〇 ② ② 〇

〇 ③ ③ 〇

〇 ④ ④ 〇

〇 ⑤ ⑤ 〇
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〇 ⑦ ⑦ 〇

〇 ⑧ ⑧ 〇

〇 ⑨ ⑨ 〇

〇 ⑩ ⑩ 〇

第２招集から

プール入口 サブプールへ

４×５０ｍリレー種目での動線

レース前の動線 レース後の動線

〇 ① ① 〇

〇 ② ② 〇

〇 ③ ③ 〇

〇 ④ ④ 〇

〇 ⑤ ⑤ 〇

〇 ⑥ ⑥ 〇

〇 ⑦ ⑦ 〇

〇 ⑧ ⑧ 〇

〇 ⑨ ⑨ 〇

〇 ⑩ ⑩ 〇

１泳・３泳

第２招集から

プール入口 サブプールへ
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ウォーミングアップ時のレーン使用方法について

『50ｍメインプール８時００分から９時１５分まで』 （ダッシュレーン以外飛び込み禁止）

① ダッシュレーン ①

② ②

③ ③

④ 男子選手専用 ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑦

⑧ 女子選手専用 ⑧

⑨ ⑨

⑩ ダッシュレーン ⑩

『25ｍサブプール８時００分から競技終了後３０分まで』
飛込禁止

① ① 『スタート練習時の注意事項』

② ② ・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。

③ 男子選手専用 ③ ※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。

④ ④ 　 密回避のため、各自プールでのウォーミングアップを推奨します。

⑤ ⑤ 【ウォーミングアップ時の注意事項】

⑥ 女子選手専用 ⑥ ・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。

⑦ ⑦ ・レーンロープには乗らないでください。

・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。

・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。



2022年度　県選手権　兼国体予選　兼JOC福岡県予選会　　【選手控場所および動線図　1日目】
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2022年度　県選手権　兼国体予選　兼JOC福岡県予選会　　【選手控場所および動線図　２日目】
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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　

　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

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(　　　　　　　)

2022年度 福岡県選手権　兼第77回国民体育大会水泳競技福岡県予選会兼第45回全国JOC春季水泳大会福岡
予選会　　　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(　　　　　　　)

咳 ･ 頭痛 ･ 腹痛 ･ 嗅覚,味覚障害 ･ その他(　　　　　　　)

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(　　　　　　　)

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３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）



                

大会名［2022年度 福岡県選手権・国体予選・JOC福岡県予選会］ 

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 

             ｍ    

             m    

             m    

             m    

             m    

             m    

             m    

             m    

             m    

             m    

             m    

             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 



1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

５. ５.

※大会選手番号はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内の出場選手一覧に開催しております。必ず記入して下さい。 ※大会選手番号はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内の出場選手一覧に開催しております。必ず記入して下さい。

  年　　月　　日 記載責任者   年　　月　　日 記載責任者

小　中
高　大

(      年)
第４泳者第４泳者

小　中
高　大

(      年)

ふりがな 姓 名 年齢 学年 個人番号ふりがな 姓 名 年齢 学年 個人番号

小　中
高　大

(      年)
第３泳者第３泳者

小　中
高　大

(      年)

ふりがな 姓 名 年齢 学年 個人番号ふりがな 姓 名 年齢 学年 個人番号

小　中
高　大

(      年)
第２泳者第２泳者

小　中
高　大

(      年)

ふりがなふりがな 姓 名 年齢 学年 個人番号

高　大 高　大
(      年) (      年)

学年 個人番号

小　中
第１泳者第１泳者

小　中

姓 名 年齢

チーム(校)名 チーム(校)名

ふりがな 姓 名 年齢 学年 個人番号 ふりがな 姓 名 年齢 学年 個人番号

タイム決勝 決勝 レーン タイム決勝 決勝 レーン

Ｂ決勝 レーン

OPEN OPEN

予選 組 レーン Ｂ決勝 レーン 予選 組 レーン

13～14歳 13～14歳
フリーリレー　メドレーリレー CS(15歳以上） フリーリレー　メドレーリレー CS(15歳以上）

No.

女子　　男子 10歳以下

No.

女子　　男子 10歳以下

4×50m    4×100m    11～12歳 4×50m    4×100m    11～12歳

プログラム 種　　　　　目 年齢別クラス プログラム 種　　　　　目 年齢別クラス

（一社）福岡県水泳連盟 （一社）福岡県水泳連盟

リ レ ー オ ー ダ ー 用 紙 リ レ ー オ ー ダ ー 用 紙

大会名［2022年度　福岡県選手権・国体予選・JOC福岡県予選会］ 大会名［2022年度　福岡県選手権・国体予選・JOC福岡県予選会］



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
2022/7/2～7/3

2022年度福岡県予選会兼JOC予選会

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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒



選　手　登　録　番　号 1/7

No 氏名 所属略称 No 氏名 所属略称 No 氏名 所属略称 No 氏名 所属略称

1 小金　巧人 福大附属大濠 63 山﨑　隆成 三潴高校 125 横山　　蒼 大野城ＳＣ 187 安仲　晃英 ＫＳＧ大橋

2 伊藤　匡佑 福大附属大濠 64 中島　　廉 三潴高校 126 牟田　　蒼 大野城ＳＣ 188 石丸　裕翔 ＫＳＧ大橋

3 尾野結太郎 福大附属大濠 65 石川　洸大 三潴高校 127 森田　脩嗣 大野城ＳＣ 189 萩迫　賢人 ＫＳＧ大橋

4 崎田　伊吹 福大附属大濠 66 倉八　大和 三潴高校 128 陣内　隼人 大野城ＳＣ 190 正木　倫平 ＫＳＧ大橋

5 田中　雄大 九産大付九州 67 大野　悠希 三潴高校 129 貞方　大舞 大野城ＳＣ 191 田上　芽生 ＫＳＧ大橋

6 吉野　　樹 九産大付九州 68 山中　拓也 三潴高校 130 中原　優月 大野城ＳＣ 192 野間口啓太 ＫＳＧ大橋

7 岡部　眞宜 九産大付九州 69 坂井　奏太 三潴高校 131 中園　陸斗 大野城ＳＣ 193 石丸　颯人 ＫＳＧ大橋

8 三宅　晴大 九産大付九州 70 切明　奈々 三潴高校 132 来見田蒼志 大野城ＳＣ 194 尾﨑　徠斗 ＫＳＧ大橋

9 吉竹厚太朗 九産大付九州 71 石河　千夏 三潴高校 133 福富　　翼 大野城ＳＣ 195 築地　咲花 ＫＳＧ大橋

10 中野　惺太 九産大付九州 72 赤間　美紅 三潴高校 134 小野尾勇斗 大野城ＳＣ 196 坂田侑賀子 ＫＳＧ大橋

11 嘉藤　成希 九産大付九州 73 岩永　涼那 三潴高校 135 佐伯　颯音 大野城ＳＣ 197 岩崎　瑞生 ＫＳＧ大橋

12 木原直太郎 九産大付九州 74 山田　美優 三潴高校 136 入江　智起 大野城ＳＣ 198 多々良愛海 ＫＳＧ大橋

13 高田　真緒 九産大付九州 75 酒井　和奏 三潴高校 137 副島　梗右 大野城ＳＣ 199 三﨑　朱莉 ＫＳＧ大橋

14 甲斐　桜花 九産大付九州 76 緒方　　桜 三潴高校 138 藤木　瞭成 大野城ＳＣ 200 新路　真結 ＫＳＧ大橋

15 福岡　莉乃 九産大付九州 77 生方　陽菜 三潴高校 139 軸屋　太智 大野城ＳＣ 201 古賀　眞奈 ＫＳＧ大橋

16 廣光　明奈 九産大付九州 78 入江　隼伝 コナミ城南 140 児玉　景瑛 大野城ＳＣ 202 田添　海優 ＫＳＧ大橋

17 廣光　恵奈 九産大付九州 79 三垣　智嵩 コナミ城南 141 横山　　煌 大野城ＳＣ 203 三﨑　悠加 ＫＳＧ大橋

18 橋本　夢華 九産大付九州 80 積明　奏汰 コナミ城南 142 石井　佑磨 大野城ＳＣ 204 尾﨑　結愛 ＫＳＧ大橋

19 青木　拓実 福大附属若葉 81 山本　朝陽 コナミ城南 143 田中　晴麻 大野城ＳＣ 205 吉冨　　華 ＫＳＧ大橋

20 古川　雅貴 福大附属若葉 82 尾上　颯太 コナミ城南 144 山口　開輝 大野城ＳＣ 206 谷口　　凛 ＫＳＧ大橋

21 佐竹凌太朗 福大附属若葉 83 木下　　駿 コナミ城南 145 本多聡司郎 大野城ＳＣ 207 小林　瑞歩 ＫＳＧ大橋

22 中村　心春 福大附属若葉 84 水浦　祐太 コナミ城南 146 吉田　弘志 大野城ＳＣ 208 尾﨑　望愛 ＫＳＧ大橋

23 田代華奈子 福大附属若葉 85 高嶋　遥翔 コナミ城南 147 樺木　春道 大野城ＳＣ 209 小林　紗知 ＫＳＧ大橋

24 西詰　歩未 福大附属若葉 86 蓮見　正道 コナミ城南 148 副島　綾馬 大野城ＳＣ 210 乗松さくら ＫＳＧ大橋

25 定直八重子 福大附属若葉 87 富島　　浬 コナミ城南 149 中園　悠斗 大野城ＳＣ 211 加藤　秀太 ＫＳＧ九産大

26 平井　玲名 福大附属若葉 88 増本聡一郎 コナミ城南 150 中川　煌牙 大野城ＳＣ 212 寺町　凌太 ＫＳＧ九産大

27 西山　直希 東福岡 89 入江　舶斗 コナミ城南 151 前田　胡実 大野城ＳＣ 213 本田　海斗 ＫＳＧ九産大

28 塔岡　宗兼 東福岡 90 山賀　一仁 コナミ城南 152 熊川　菜穂 大野城ＳＣ 214 佐々木　羚 ＫＳＧ九産大

29 小山　遼也 東福岡 91 大原凛太郎 コナミ城南 153 森田　眞心 大野城ＳＣ 215 中島　　伶 ＫＳＧ九産大

30 村澤　瑞紀 東福岡 92 田原　英仁 コナミ城南 154 三村はるな 大野城ＳＣ 216 小林　峻也 ＫＳＧ九産大

31 成田　彬人 東福岡 93 折田清志郎 コナミ城南 155 牟田　　楓 大野城ＳＣ 217 松本　侑樹 ＫＳＧ九産大

32 占部　幹太 東福岡 94 渋谷　　旭 コナミ城南 156 福富　志真 大野城ＳＣ 218 小笹　琉空 ＫＳＧ九産大

33 武石　侑希 玄洋 95 松尾　優希 コナミ城南 157 米満　優香 大野城ＳＣ 219 坂田　煌真 ＫＳＧ九産大

34 福浦　匠翔 八幡工業 96 蓮見　忠仁 コナミ城南 158 副島　緋哩 大野城ＳＣ 220 崎村　朋弘 ＫＳＧ九産大

35 柴田　　楓 八幡工業 97 岩本　　悠 コナミ城南 159 本多　加穏 大野城ＳＣ 221 中村　　源 ＫＳＧ九産大

36 湯浅　　晴 八幡工業 98 渋谷　汰門 コナミ城南 160 北野　友菜 大野城ＳＣ 222 黒岩　叶夢 ＫＳＧ九産大

37 上村　健太 八幡工業 99 鶴田　楓乃 コナミ城南 161 大宅　由衣 大野城ＳＣ 223 大釜　健聖 ＫＳＧ九産大

38 梅林　絆功 八幡工業 100 谷口　涼菜 コナミ城南 162 村井　菫子 大野城ＳＣ 224 小林　勇満 ＫＳＧ九産大

39 上之園結太 八幡工業 101 山田　実里 コナミ城南 163 楠原　由奈 大野城ＳＣ 225 栗田　大輝 ＫＳＧ九産大

40 長谷川　湊 八幡工業 102 岡本　明音 コナミ城南 164 佐藤　結衣 大野城ＳＣ 226 永露　賢人 ＫＳＧ九産大

41 伊藤幸太郎 八幡工業 103 岡　　小雪 コナミ城南 165 稲葉日向子 大野城ＳＣ 227 日髙　颯音 ＫＳＧ九産大

42 川島　愁翔 八幡工業 104 鶴田　彩心 コナミ城南 166 中村　美月 大野城ＳＣ 228 松尾　翔太 ＫＳＧ九産大

43 井寺　隼士 八幡工業 105 吉田万優莉 コナミ城南 167 小田中寧々 大野城ＳＣ 229 奥田　蒼生 ＫＳＧ九産大

44 長住　弘成 八幡工業 106 高木　志帆 コナミ城南 168 川野万莉菜 大野城ＳＣ 230 山田　凜道 ＫＳＧ九産大

45 隠塚　直哉 朝倉高校 107 島田明日香 コナミ城南 169 守口　湖々 大野城ＳＣ 231 竹下　一希 ＫＳＧ九産大

46 廣底　隼弥 朝倉高校 108 岡　　雪花 コナミ城南 170 田上　瑞來 大野城ＳＣ 232 中島桜士郎 ＫＳＧ九産大

47 佐藤功太郎 朝倉高校 109 宮田　優柚 コナミ城南 171 来見田優菜 大野城ＳＣ 233 鬼村琥太郎 ＫＳＧ九産大

48 廣底　尚人 朝倉高校 110 山下　翔慎 大野城ＳＣ 172 松永　　花 大野城ＳＣ 234 黒岩　倖多 ＫＳＧ九産大

49 石橋　　悠 朝倉高校 111 江口　結輝 大野城ＳＣ 173 陣内　志歩 大野城ＳＣ 235 河野　泰知 ＫＳＧ九産大

50 床嶋　美侑 朝倉高校 112 坂本　伊吹 大野城ＳＣ 174 藤木　　涼 大野城ＳＣ 236 高木　陽菜 ＫＳＧ九産大

51 井上　真依 朝倉高校 113 松本　嵩飛 大野城ＳＣ 175 北野　友萌 大野城ＳＣ 237 石本　蒼依 ＫＳＧ九産大

52 永野　陽香 朝倉高校 114 田原　怜治 大野城ＳＣ 176 中島　美月 大野城ＳＣ 238 小林　紗良 ＫＳＧ九産大

53 小嶋　勇佑 三潴高校 115 山本　圭祐 大野城ＳＣ 177 横山ひなた 大野城ＳＣ 239 森實　佳暖 ＫＳＧ九産大

54 渡部　大成 三潴高校 116 ウォーターズ誠士大野城ＳＣ 178 上之薗桃花 大野城ＳＣ 240 大釜　綾乃 ＫＳＧ九産大

55 中野　椋太 三潴高校 117 中久保翔和 大野城ＳＣ 179 岡本　　結 大野城ＳＣ 241 黒岩　結菜 ＫＳＧ九産大

56 原　　太造 三潴高校 118 中原　仁康 大野城ＳＣ 180 佐藤　祐香 大野城ＳＣ 242 齊野咲桜子 ＫＳＧ九産大

57 坂井　優仁 三潴高校 119 藤井　祐聖 大野城ＳＣ 181 北野　友望 大野城ＳＣ 243 安藤　香奈 ＫＳＧ九産大

58 樋渡　大雅 三潴高校 120 黒岩　宗永 大野城ＳＣ 182 西﨑　真央 大野城ＳＣ 244 實藤　さや ＫＳＧ九産大

59 中尾　真大 三潴高校 121 住川　広樹 大野城ＳＣ 183 稲葉　陽香 大野城ＳＣ 245 永野　優華 ＫＳＧ九産大

60 矢ヶ部優昂 三潴高校 122 熊川　理久 大野城ＳＣ 184 多々良将紀 ＫＳＧ大橋 246 小林　優月 ＫＳＧ九産大

61 川原　渉夢 三潴高校 123 古賀玲太郎 大野城ＳＣ 185 山下　弘祐 ＫＳＧ大橋 247 和田まさき ＫＳＧ九産大

62 近藤　竜生 三潴高校 124 永尾　隼人 大野城ＳＣ 186 藤本　千博 ＫＳＧ大橋 248 本田　菜佳 ＫＳＧ九産大
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249 竹本　理紗 ＫＳＧ九産大 310 菊地　咲妃 ＫＳＧ太宰府 371 松永　咲汰 西日本かすが 432 永野　杏奈 はるおか原

250 石本　陽依 ＫＳＧ九産大 311 沖　千絵里 ＫＳＧ太宰府 372 前田　智大 西日本かすが 433 原野　伊代 はるおか原

251 佐藤優希奈 ＫＳＧ九産大 312 髙倉　百菜 ＫＳＧ太宰府 373 松尾　樹和 西日本かすが 434 三好　　優 はるおか和白

252 奥平　羽香 ＫＳＧ九産大 313 原田　琴乃 ＫＳＧ太宰府 374 野口　舞衣 西日本かすが 435 河村　凪人 はるおか和白

253 佐々木　更 ＫＳＧ九産大 314 岩下　香凜 ＫＳＧ太宰府 375 野口　楓恋 西日本かすが 436 栗須　玲央 はるおか和白

254 齊野夏乃子 ＫＳＧ九産大 315 髙野花浬安 ＫＳＧ太宰府 376 池田　和心 西日本かすが 437 渡邊真二郎 はるおか和白

255 吉永百々花 ＫＳＧ九産大 316 山下　莉央 ＫＳＧ太宰府 377 空先ほの香 西日本かすが 438 福原　悠希 はるおか和白

256 溝口　　勇 ﾋﾞｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ 317 小川　未佳 ＫＳＧ太宰府 378 林　香々菜 西日本かすが 439 渡邊雄士郎 はるおか和白

257 荻野　太一 ﾋﾞｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ 318 松本　愛子 ＫＳＧ太宰府 379 財部　由菜 西日本かすが 440 河村　杏萌 はるおか和白

258 荻野　壮太 ﾋﾞｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ 319 池末　絢音 ＫＳＧ太宰府 380 南島由里乃 西日本かすが 441 中村　結愛 はるおか和白

259 野口　那智 サワラＳＳ 320 戸高　一椛 ＫＳＧ太宰府 381 倉橋　杏空 西日本かすが 442 堺　ももこ はるおか和白

260 時川　　健 サワラＳＳ 321 西見　緋莉 ＫＳＧ太宰府 382 永江　彩結 西日本かすが 443 牧野　圭純 はるおか和白

261 小松　柚貴 サワラＳＳ 322 幸　　明咲 ＫＳＧ太宰府 383 林　　紗良 西日本かすが 444 石田　遥菜 はるおか和白

262 田邉　海心 サワラＳＳ 323 菊地　真央 ＫＳＧ太宰府 384 竹原　秀一 はるおか赤間 445 三好　　心 はるおか和白

263 小田　賢想 サワラＳＳ 324 野口　陽矢 KSG つくし野 385 石田　周也 はるおか赤間 446 牧野　桜子 はるおか和白

264 早田　和生 サワラＳＳ 325 井土　滉大 KSG つくし野 386 歌野原一樹 はるおか赤間 447 田中　凜桜 はるおか和白

265 谷口　真太 サワラＳＳ 326 亀山　誠悟 KSG つくし野 387 久保田心愛 はるおか赤間 448 瀬口　結梨 はるおか和白

266 久保田湊裕 サワラＳＳ 327 古賀　　光 KSG つくし野 388 北脇　隆人 はるおか赤間 449 中村貫太朗 福岡ＳＣ

267 田中　悠陽 サワラＳＳ 328 円入　成理 KSG つくし野 389 飯盛　悠汰 はるおか赤間 450 石井　紀宙 福岡ＳＣ

268 竹園　颯大 サワラＳＳ 329 尊田　涼大 KSG つくし野 390 権田　侑来 はるおか赤間 451 山本　清平 福岡ＳＣ

269 江口　嘉周 サワラＳＳ 330 見城　翔輝 KSG つくし野 391 歌野原佑樹 はるおか赤間 452 髙木　葉太 福岡ＳＣ

270 八尋貫志郎 サワラＳＳ 331 宮野　圭史 KSG つくし野 392 入澤　勘汰 はるおか赤間 453 佐藤　潤季 福岡ＳＣ

271 前田　颯太 サワラＳＳ 332 井土　瑛斗 KSG つくし野 393 木村　至成 はるおか赤間 454 陳　　庚嗣 福岡ＳＣ

272 原田　海斗 サワラＳＳ 333 広森　開人 KSG つくし野 394 久保　夏希 はるおか赤間 455 清島　一誠 福岡ＳＣ

273 濵崎　堺聖 サワラＳＳ 334 田原　汰朗 KSG つくし野 395 髙味謙志郎 はるおか赤間 456 井土　純成 福岡ＳＣ

274 松井　蒼空 サワラＳＳ 335 曲　　響輝 KSG つくし野 396 小田　開仁 はるおか赤間 457 竹中奏志郎 福岡ＳＣ

275 竹園　航希 サワラＳＳ 336 村山　遥斗 KSG つくし野 397 髙味應志郎 はるおか赤間 458 平林　篤樹 福岡ＳＣ

276 志岐　昴瑠 サワラＳＳ 337 陽　比呂斗 KSG つくし野 398 鹿島　理子 はるおか赤間 459 宮嶋ほまれ 福岡ＳＣ

277 前田　凪翔 サワラＳＳ 338 寺本　　隼 KSG つくし野 399 梅本　安珠 はるおか赤間 460 高崎　真緒 福岡ＳＣ

278 小江佳穂美 サワラＳＳ 339 近藤　大介 KSG つくし野 400 久保田綺星 はるおか赤間 461 濱田　咲希 福岡ＳＣ

279 原　　愛果 サワラＳＳ 340 久野　寛太 KSG つくし野 401 柴尾　　紬 はるおか赤間 462 平林　心結 福岡ＳＣ

280 田中　陽向 サワラＳＳ 341 多門優之介 KSG つくし野 402 北脇　真帆 はるおか赤間 463 亀山　美月 福岡ＳＣ

281 田中　愛蘭 サワラＳＳ 342 松野　宇杏 KSG つくし野 403 村上　実理 はるおか赤間 464 毛利　心美 福岡ＳＣ

282 近藤　瑠南 サワラＳＳ 343 門川龍之介 KSG つくし野 404 小田光乃果 はるおか赤間 465 餘田　芽咲 福岡ＳＣ

283 宮﨑　栞夏 サワラＳＳ 344 田上弥太郎 KSG つくし野 405 衛藤　千代 はるおか赤間 466 平林　芽依 福岡ＳＣ

284 松井あかね サワラＳＳ 345 肱岡　瑛士 KSG つくし野 406 辻田　咲那 はるおか赤間 467 脇田　美雨 福岡ＳＣ

285 石田　陽菜 サワラＳＳ 346 清水陽々人 KSG つくし野 407 古山　紅葉 はるおか赤間 468 松瀬　心咲 福岡ＳＣ

286 佐竹　笑歌 サワラＳＳ 347 藤井　悠大 KSG つくし野 408 田島菜々花 はるおか赤間 469 藤井雅亜子 福岡ＳＣ

287 宮﨑　琉夏 サワラＳＳ 348 的場　葉月 KSG つくし野 409 井上　　真 はるおか原 470 野口　友那 福岡ＳＣ

288 武田　琉花 サワラＳＳ 349 小島　望弥 KSG つくし野 410 萬燈　祐仁 はるおか原 471 尾野　純麗 福岡ＳＣ

289 志岐　瑠香 サワラＳＳ 350 福井　明莉 KSG つくし野 411 糀谷悠太朗 はるおか原 472 大森　真生 ビート古賀

290 松井ひなた サワラＳＳ 351 坂田　琉夏 KSG つくし野 412 瀧本　大翔 はるおか原 473 岡部　想大 ビート古賀

291 山口　純礼 サワラＳＳ 352 芳野　　楓 KSG つくし野 413 萬燈　諒祐 はるおか原 474 瀬戸　結斗 ビート古賀

292 石田　瑛菜 サワラＳＳ 353 権藤あかり KSG つくし野 414 佐々木悠介 はるおか原 475 篠崎　眞桜 ビート古賀

293 玉利　玲奈 サワラＳＳ 354 尊田　沙希 KSG つくし野 415 糀谷　純平 はるおか原 476 石本　　空 ビート古賀

294 原田　美海 サワラＳＳ 355 和田　　栞 KSG つくし野 416 新垣　良来 はるおか原 477 石本　咲月 ビート古賀

295 菊地　裕斗 ＫＳＧ太宰府 356 戸曽　結月 KSG つくし野 417 徳重　皇成 はるおか原 478 今古賀みさお ビート古賀

296 髙木　優汰 ＫＳＧ太宰府 357 重村　郁己 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 418 小野　美学 はるおか原 479 益永　海音 福岡西部ＳＣ

297 坂本蔵之丞 ＫＳＧ太宰府 358 樋渡　悠介 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 419 宮原　　淑 はるおか原 480 武石　匡央 福岡西部ＳＣ

298 砂原紺之介 ＫＳＧ太宰府 359 吉永　悠人 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 420 中山　　碧 はるおか原 481 田代美奈子 福岡西部ＳＣ

299 小川　誠人 ＫＳＧ太宰府 360 中山　陽奈 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 421 山下凛々花 はるおか原 482 義經　陸斗 イトマン古賀

300 西牟田晃弘 ＫＳＧ太宰府 361 中山　咲季 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 422 平尾　　悠 はるおか原 483 島田　想大 イトマン古賀

301 三浦　佑太 ＫＳＧ太宰府 362 松山　　琴 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 423 原田　涼菜 はるおか原 484 前田　悠翔 イトマン古賀

302 結城　颯斗 ＫＳＧ太宰府 363 八尾優希奈 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 424 久田　楓子 はるおか原 485 水上　智陽 イトマン古賀

303 山本　徹太 ＫＳＧ太宰府 364 西田　恵那 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 425 原野　結衣 はるおか原 486 辻　　真治 イトマン古賀

304 山﨑　智弥 ＫＳＧ太宰府 365 樋渡　史花 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 426 永野　陽奈 はるおか原 487 中山凜太郎 イトマン古賀

305 廣瀨　聡祐 ＫＳＧ太宰府 366 末竹　紗也 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ 427 山下　怜夏 はるおか原 488 榎原　新太 イトマン古賀

306 森脇　淳太 ＫＳＧ太宰府 367 工藤　大地 西日本かすが 428 平田　空来 はるおか原 489 寺嶋　　駿 イトマン古賀

307 真子倫太郎 ＫＳＧ太宰府 368 坂根　一希 西日本かすが 429 永野　優奈 はるおか原 490 髙栁　奏方 イトマン古賀

308 重松　大翔 ＫＳＧ太宰府 369 橋口　　潤 西日本かすが 430 原野　未彩 はるおか原 491 樋口　喜友 イトマン古賀

309 髙野　麗安 ＫＳＧ太宰府 370 永江　悟琉 西日本かすが 431 佐々木杏望 はるおか原 492 中山隆之介 イトマン古賀
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493 坂本　拓海 イトマン古賀 554 吉野　恭平 ｲﾄﾏﾝ太宰府 615 吉村　悠花 イトマン長住 676 小栁　　蘭 ベスト若宮

494 朝吹耀一蕗 イトマン古賀 555 平川　　粋 ｲﾄﾏﾝ太宰府 616 森川　日遥 イトマン長住 677 友永　悠介 ベスト若宮

495 坪根　拓磨 イトマン古賀 556 山口　拓真 ｲﾄﾏﾝ太宰府 617 河東　　明 イトマン長住 678 前田　昊諒 ベスト若宮

496 進藤　桔平 イトマン古賀 557 三宅　遥人 ｲﾄﾏﾝ太宰府 618 阪東　結奈 イトマン長住 679 田中　耕作 ベスト若宮

497 寺嶋　晃希 イトマン古賀 558 池田　蒼眞 ｲﾄﾏﾝ太宰府 619 児嶋　杏香 イトマン長住 680 佐藤　諒宜 ベスト若宮

498 日髙　翔馬 イトマン古賀 559 前山幸太郎 ｲﾄﾏﾝ太宰府 620 與田　彩花 イトマン長住 681 熊埜御堂奏 ベスト若宮

499 荻原　悠生 イトマン古賀 560 大瀬　羽琉 ｲﾄﾏﾝ太宰府 621 井上　愛月 イトマン長住 682 大﨑　玲典 ベスト若宮

500 榎原　丈祐 イトマン古賀 561 小山田季未 ｲﾄﾏﾝ太宰府 622 木村　美優 イトマン長住 683 塚部真那斗 ベスト若宮

501 下野　叶翔 イトマン古賀 562 北嶋　春菜 ｲﾄﾏﾝ太宰府 623 山脇　瑞生 イトマン長住 684 江口　和真 ベスト若宮

502 中山　新太 イトマン古賀 563 内藤みづき ｲﾄﾏﾝ太宰府 624 岸原　可春 イトマン長住 685 井上　雅貴 ベスト若宮

503 内藤　理午 イトマン古賀 564 久保田眞央 ｲﾄﾏﾝ太宰府 625 木太久さくら イトマン長住 686 青木　麗奈 ベスト若宮

504 日髙　駿也 イトマン古賀 565 細藤　陽依 ｲﾄﾏﾝ太宰府 626 中尾　亜弥 イトマン長住 687 大和　心彩 ベスト若宮

505 今針山菜々 イトマン古賀 566 小野あかり ｲﾄﾏﾝ太宰府 627 小杉　優貴 イトマン長住 688 栗原　円佳 ベスト若宮

506 辻　　桃香 イトマン古賀 567 竹尾　優香 ｲﾄﾏﾝ太宰府 628 森川小百合 イトマン長住 689 河田愛莉香 ベスト若宮

507 池田　実央 イトマン古賀 568 島村　　杏 ｲﾄﾏﾝ太宰府 629 徳重紗千香 イトマン長住 690 坂元裕希乃 ベスト若宮

508 平田　由菜 イトマン古賀 569 音田　結葵 ｲﾄﾏﾝ太宰府 630 岡村　　凜 イトマン長住 691 川口　琴利 ベスト若宮

509 島田　愛菜 イトマン古賀 570 熊谷那津海 ｲﾄﾏﾝ太宰府 631 飛松エレナ イトマン長住 692 坂元　一紗 ベスト若宮

510 樋口　琴海 イトマン古賀 571 吉田　空実 ｲﾄﾏﾝ太宰府 632 江上　千依 イトマン長住 693 坂元　千紗 ベスト若宮

511 赤嶺　美空 イトマン古賀 572 大津　佳代 ｲﾄﾏﾝ太宰府 633 平野　泉李 イトマン長住 694 田中　杏奈 ベスト若宮

512 緒方　優花 イトマン古賀 573 引地　元気 イトマン長住 634 和久井　宙 イトマン吉塚 695 江藤　　忍 ＪＳＳ姪浜

513 藤田　遥子 イトマン古賀 574 生田　大翔 イトマン長住 635 清野　昊大 イトマン吉塚 696 倉富　一颯 ＪＳＳ姪浜

514 中野　星南 イトマン古賀 575 中島　武蔵 イトマン長住 636 井原　寛斗 イトマン吉塚 697 吉原寿利也 ＪＳＳ姪浜

515 朝吹　晏名 イトマン古賀 576 庄﨑　永真 イトマン長住 637 有馬　刻弥 イトマン吉塚 698 野口　遼冴 ＪＳＳ姪浜

516 西江　彩音 イトマン古賀 577 園田　和樹 イトマン長住 638 有川　優真 イトマン吉塚 699 尾花　昴星 ＪＳＳ姪浜

517 堺　　南椛 イトマン古賀 578 加藤　慶希 イトマン長住 639 杉田　　陸 イトマン吉塚 700 中山　慧大 ＪＳＳ姪浜

518 水上　智瑛 イトマン古賀 579 岡村　　澪 イトマン長住 640 廣畑　瑛太 イトマン吉塚 701 森　　悠輔 ＪＳＳ姪浜

519 橋本　　雛 イトマン古賀 580 小田　　響 イトマン長住 641 福光　海斗 イトマン吉塚 702 伊藤　健太 ＪＳＳ姪浜

520 赤嶺　那海 イトマン古賀 581 宇田川源太 イトマン長住 642 和久井千斗 イトマン吉塚 703 倉富　瑛大 ＪＳＳ姪浜

521 諸熊　雄大 イトマン志免 582 長山　好樹 イトマン長住 643 黒田　勘介 イトマン吉塚 704 古賀　拓真 ＪＳＳ姪浜

522 岩崎　亮太 イトマン志免 583 酒見　健煌 イトマン長住 644 永留　宙昴 イトマン吉塚 705 田坂　太一 ＪＳＳ姪浜

523 岡部　元紀 イトマン志免 584 生田　陸翔 イトマン長住 645 羽根岡志苑 イトマン吉塚 706 辰元　優介 ＪＳＳ姪浜

524 中野　大地 イトマン志免 585 鶴田晴太朗 イトマン長住 646 和田　隆亮 イトマン吉塚 707 永竿　優輝 ＪＳＳ姪浜

525 諸熊　悠雅 イトマン志免 586 岸原由之介 イトマン長住 647 黒田　健心 イトマン吉塚 708 藤田　涼久 ＪＳＳ姪浜

526 水岩　伊吹 イトマン志免 587 深見　奏介 イトマン長住 648 荒巻美羽音 イトマン吉塚 709 小川　雄大 ＪＳＳ姪浜

527 長屋　帆歩 イトマン志免 588 山崎幸志朗 イトマン長住 649 永留　虹昊 イトマン吉塚 710 須田　拓海 ＪＳＳ姪浜

528 諸熊　友汰 イトマン志免 589 酒見　龍到 イトマン長住 650 松尾　恵美 イトマン吉塚 711 辰元　亮仁 ＪＳＳ姪浜

529 宮崎　智希 イトマン志免 590 大串虎太郎 イトマン長住 651 坂田　夏彩 イトマン吉塚 712 山川　憲祐 ＪＳＳ姪浜

530 草場　胡美 イトマン志免 591 小栁　哉太 イトマン長住 652 萬　真由香 イトマン吉塚 713 三村　秋史 ＪＳＳ姪浜

531 白壁　瞳子 イトマン志免 592 田中　栄多 イトマン長住 653 山内　悠莉 イトマン吉塚 714 濱田　侑志 ＪＳＳ姪浜

532 山下　　葵 イトマン志免 593 具島　康介 イトマン長住 654 杉田　　凛 イトマン吉塚 715 坂本　怜士 ＪＳＳ姪浜

533 森　友里愛 イトマン志免 594 横山　晃成 イトマン長住 655 関上　莉子 イトマン吉塚 716 溝口　櫂也 ＪＳＳ姪浜

534 古賀　　澪 イトマン志免 595 和田　昊大 イトマン長住 656 有馬百合音 イトマン吉塚 717 芦原　聖人 ＪＳＳ姪浜

535 田村　百花 イトマン志免 596 須崎航太朗 イトマン長住 657 下新原颯人 ベスト橋本 718 辰元　雅隆 ＪＳＳ姪浜

536 國分　美来 イトマン志免 597 太田　　遼 イトマン長住 658 伊東　大輝 ベスト橋本 719 永島　隆寛 ＪＳＳ姪浜

537 草場　伊咲 イトマン志免 598 山脇　篤人 イトマン長住 659 双須　優弥 ベスト橋本 720 蔵原　海誠 ＪＳＳ姪浜

538 水島　果乃 イトマン志免 599 阪東　一馬 イトマン長住 660 泉　　柚希 ベスト橋本 721 秀嶋　陽翔 ＪＳＳ姪浜

539 宮崎　光希 イトマン志免 600 阪東　日馬 イトマン長住 661 西田　湊弥 ベスト橋本 722 藤本　泰地 ＪＳＳ姪浜

540 松村　　遥 ｲﾄﾏﾝ太宰府 601 太田　　朔 イトマン長住 662 田中虎太郎 ベスト橋本 723 川口里利央 ＪＳＳ姪浜

541 原田　　煌 ｲﾄﾏﾝ太宰府 602 髙田　深晴 イトマン長住 663 穴井　杜和 ベスト橋本 724 松村　帆栞 ＪＳＳ姪浜

542 大久保洸希 ｲﾄﾏﾝ太宰府 603 池田　紗雪 イトマン長住 664 穴井　和珠 ベスト橋本 725 濱田　心結 ＪＳＳ姪浜

543 志手　拓人 ｲﾄﾏﾝ太宰府 604 髙原　桜唯 イトマン長住 665 佐々田みづき ベスト橋本 726 秀嶋　美姫 ＪＳＳ姪浜

544 工藤　綾真 ｲﾄﾏﾝ太宰府 605 奥村　美羽 イトマン長住 666 植村　美咲 ベスト橋本 727 野下　陽香 ＪＳＳ姪浜

545 吉田直太朗 ｲﾄﾏﾝ太宰府 606 山本　美苗 イトマン長住 667 藤木　未来 ベスト橋本 728 坂牧　瑚衣 ＪＳＳ姪浜

546 吉川　優太 ｲﾄﾏﾝ太宰府 607 宮﨑　未来 イトマン長住 668 穴井　和奏 ベスト橋本 729 中德　咲良 ＪＳＳ姪浜

547 吉野　修平 ｲﾄﾏﾝ太宰府 608 山崎美衣奈 イトマン長住 669 伊藤　芽以 ベスト橋本 730 定直美代子 ＪＳＳ姪浜

548 椎葉　夢月 ｲﾄﾏﾝ太宰府 609 野澤　梛月 イトマン長住 670 初田　心祢 ベスト橋本 731 山下さくら ＪＳＳ姪浜

549 三宅　拓実 ｲﾄﾏﾝ太宰府 610 古賀　穂波 イトマン長住 671 阿部　海莉 ベスト橋本 732 柳　このは ＪＳＳ姪浜

550 松下　馳治 ｲﾄﾏﾝ太宰府 611 池田　悠菜 イトマン長住 672 伊藤なつめ ベスト橋本 733 永島　千晴 ＪＳＳ姪浜

551 堀井　琉吾 ｲﾄﾏﾝ太宰府 612 髙木　美玖 イトマン長住 673 田中　　桜 ベスト橋本 734 藤本　琴晴 ＪＳＳ姪浜

552 藤原　正義 ｲﾄﾏﾝ太宰府 613 山脇　　凛 イトマン長住 674 高橋　二葉 ベスト橋本 735 関矢　咲桜 ＪＳＳ姪浜

553 平島樟一朗 ｲﾄﾏﾝ太宰府 614 中島　叶蓮 イトマン長住 675 立石　眞大 ベスト若宮 736 志牟田彩乃 ＪＳＳ姪浜



4/7

No 氏名 所属略称 No 氏名 所属略称 No 氏名 所属略称 No 氏名 所属略称

737 本田　　諒 ﾙﾈｻﾝｽ西新 798 山崎　悠紀 ＫＳＧ志免 859 荒木　裕貴 福岡金子ＳＳ 920 池田　壮汰 アクシオンSS

738 高浪　大和 ﾙﾈｻﾝｽ西新 799 十時みなみ ＫＳＧ志免 860 内野　翔太 福岡金子ＳＳ 921 磯川　　翔 アクシオンSS

739 河内　蒼介 ﾙﾈｻﾝｽ西新 800 鳥谷理咲子 ＫＳＧ志免 861 荒木　裕太 福岡金子ＳＳ 922 蓑輪　一馬 アクシオンSS

740 三木原悠介 ﾙﾈｻﾝｽ西新 801 日浦　里音 ＫＳＧ志免 862 武内　一史 福岡金子ＳＳ 923 米丸　翔真 アクシオンSS

741 稲垣　棟也 ﾙﾈｻﾝｽ西新 802 眞﨑　千夏 ＫＳＧ志免 863 冨永歩功人 福岡金子ＳＳ 924 平井　野歩 アクシオンSS

742 池田　陽翔 ﾙﾈｻﾝｽ西新 803 笹倉　良太 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 864 内野　竜輔 福岡金子ＳＳ 925 松井志央理 アクシオンSS

743 川﨑　櫻也 ﾙﾈｻﾝｽ西新 804 前田　成也 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 865 江内谷獅凰 福岡金子ＳＳ 926 仮屋　陽南 アクシオンSS

744 松本　悠汰 ﾙﾈｻﾝｽ西新 805 楢原　煌大 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 866 長澤　康介 福岡金子ＳＳ 927 伊藤　智咲 アクシオンSS

745 竹尾　　晴 ﾙﾈｻﾝｽ西新 806 廣田　隆太 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 867 永谷　優貴 福岡金子ＳＳ 928 工藤　侑里 アクシオンSS

746 梶田　智弘 ﾙﾈｻﾝｽ西新 807 園田　一静 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 868 藤本　剛人 福岡金子ＳＳ 929 長末　夏海 アクシオンSS

747 小川　享悟 ﾙﾈｻﾝｽ西新 808 髙木　海晴 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 869 束田　康介 福岡金子ＳＳ 930 米丸　美羽 アクシオンSS

748 原田　佳奈 ﾙﾈｻﾝｽ西新 809 塩谷　皐月 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 870 蒋田　崇陽 福岡金子ＳＳ 931 越尾　海央 アクシオンSS

749 高柳　茉奈 ﾙﾈｻﾝｽ西新 810 高橋　譲葉 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 871 日下部純平 福岡金子ＳＳ 932 濱田　実栞 アクシオンSS

750 上田　望愛 ﾙﾈｻﾝｽ西新 811 瀬戸美沙紀 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 872 間田　莉彗 福岡金子ＳＳ 933 和泉ひめか アクシオンSS

751 米丸　侑希 ﾙﾈｻﾝｽ西新 812 武　　希風 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 873 内野　結心 福岡金子ＳＳ 934 吉川　麻菜 アクシオンSS

752 井上　舞保 ﾙﾈｻﾝｽ西新 813 岸　　優里 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 874 永島　華子 福岡金子ＳＳ 935 池田　莉梛 アクシオンSS

753 稲葉　奈央 ﾙﾈｻﾝｽ西新 814 矢幡　千尋 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 875 岩本　郁香 福岡金子ＳＳ 936 越尾　結渚 アクシオンSS

754 落合　　禪 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 815 瀬戸亜耶美 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 876 宮崎　藍衣 福岡金子ＳＳ 937 谷本信之輔 イトマン新宮

755 中間　　瑠 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 816 園田　　馨 ｾﾝﾄﾗﾙ天神 877 ピップザック絢子福岡金子ＳＳ 938 廣渡　航希 イトマン新宮

756 内藤　晴琉 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 817 山中　彰士 ＪＳＳ伊都 878 高田　若奈 福岡金子ＳＳ 939 梅崎　謙真 イトマン新宮

757 吉﨑　海斗 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 818 山本　蒼士 ＪＳＳ伊都 879 一丸実緒子 福岡金子ＳＳ 940 内山　凛大 イトマン新宮

758 松尾　拓磨 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 819 川原　永地 ＪＳＳ伊都 880 木村　月音 福岡金子ＳＳ 941 栁原　慶彬 イトマン新宮

759 似内　一彩 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 820 鹿島　悠希 ＪＳＳ伊都 881 一丸結香子 福岡金子ＳＳ 942 宮本　大我 イトマン新宮

760 梅津　　颯 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 821 水野航太朗 ＪＳＳ伊都 882 石井　海空 福岡金子ＳＳ 943 森田　湧月 イトマン新宮

761 甲斐田一颯 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 822 佐藤　涼介 ＪＳＳ伊都 883 内野　緋七 福岡金子ＳＳ 944 大津　幹太 イトマン新宮

762 甲田　悠人 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 823 上村　　響 ＪＳＳ伊都 884 吉永　結香 福岡金子ＳＳ 945 小川　大翔 イトマン新宮

763 甲斐田　梓 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 824 江藤　　暖 ＪＳＳ伊都 885 内野　心結 福岡金子ＳＳ 946 横山　彪眞 イトマン新宮

764 廣津　和也 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 825 長尾　晄生 ＪＳＳ伊都 886 青木　龍彦 ｾﾝﾄﾗﾙ野間 947 廣渡　蒼汰 イトマン新宮

765 須尭　昌宗 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 826 近藤　壮馬 ＪＳＳ伊都 887 堤　　羽琴 ｾﾝﾄﾗﾙ野間 948 小宮　彩鈴 イトマン新宮

766 甲斐田楓牙 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 827 久芳　柚季 ＪＳＳ伊都 888 糸山　　奏 ｾﾝﾄﾗﾙ野間 949 後藤　琉那 イトマン新宮

767 細川　美海 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 828 中村　昊暉 ＪＳＳ伊都 889 溝口　可恋 ｾﾝﾄﾗﾙ野間 950 堺　ななこ イトマン新宮

768 栗田　美咲 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 829 大澤　碧心 ＪＳＳ伊都 890 前田　夕凜 ｾﾝﾄﾗﾙ野間 951 野中　梨理 イトマン新宮

769 福山　心晴 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 830 谷口　春翔 ＪＳＳ伊都 891 熊懐　琉伊 コナミ香椎 952 鮫島　彩那 イトマン新宮

770 庄司　絢奏 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 831 宮川　一颯 ＪＳＳ伊都 892 池田修太朗 コナミ香椎 953 原口　葵衣 イトマン新宮

771 永松　夕依 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 832 久芳　颯真 ＪＳＳ伊都 893 鈴木　総悟 コナミ香椎 954 小川　朝陽 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

772 岩隈　心奏 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 833 上村　　周 ＪＳＳ伊都 894 木原　颯佑 コナミ香椎 955 秦　　崇真 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

773 福山　心結 ﾙﾈｻﾝｽ香椎 834 藤井　　奏 ＪＳＳ伊都 895 恵藤　滉太 コナミ香椎 956 内野　太郎 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

774 山本　大貴 ＫＳＧ志免 835 野口　凱吏 ＪＳＳ伊都 896 久々宮　蓮 コナミ香椎 957 秦　　悠真 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

775 内村　悠良 ＫＳＧ志免 836 林　　真優 ＪＳＳ伊都 897 関　瑠輝斗 コナミ香椎 958 井上　隼総 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

776 松尾　柊汰 ＫＳＧ志免 837 田原　　蛍 ＪＳＳ伊都 898 野中龍之介 コナミ香椎 959 松尾　璃子 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

777 須賀　紫月 ＫＳＧ志免 838 白石　心華 ＪＳＳ伊都 899 内海修一朗 コナミ香椎 960 花田　優衣 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

778 冨岡　拓冬 ＫＳＧ志免 839 宗　かの子 ＪＳＳ伊都 900 川原　優亜 コナミ香椎 961 松村　彩里 ｲﾄﾏﾝ福岡MT

779 永瀬　政昇 ＫＳＧ志免 840 三島　佳恋 ＪＳＳ伊都 901 杉本　美羽 コナミ香椎 962 奥田　大智 ビート門司

780 松下　幸希 ＫＳＧ志免 841 林　　朱音 ＪＳＳ伊都 902 鄭洗玢 コナミ香椎 963 帆足　悠斗 ビート門司

781 大原　良太 ＫＳＧ志免 842 加地　恵彩 ＪＳＳ伊都 903 竹下　　晴 コナミ香椎 964 山下　滉太 ビート門司

782 髙森　琉唯 ＫＳＧ志免 843 山田　愛奈 ＪＳＳ伊都 904 三塩　佳奈 コナミ香椎 965 長野　柊也 ビート門司

783 松尾　　嵐 ＫＳＧ志免 844 楠田　紗梨 ＪＳＳ伊都 905 庄崎　弘晟 寺子屋水泳部 966 吉川　陽崇 ビート門司

784 赤澤　克典 ＫＳＧ志免 845 宗　佐与子 ＪＳＳ伊都 906 長尾　百華 寺子屋水泳部 967 森　　瑛斗 ビート門司

785 関　　壱光 ＫＳＧ志免 846 双須すみれ ＪＳＳ伊都 907 梅田　　光 寺子屋水泳部 968 高濵　仁子 ビート門司

786 関　　深仁 ＫＳＧ志免 847 山本　　昊 ＪＳＳ伊都 908 松永　輝心 かすやＳＣ 969 松林　咲希 ビート門司

787 永吉　隆誠 ＫＳＧ志免 848 加地　栞帆 ＪＳＳ伊都 909 前田　拓歩 かすやＳＣ 970 森　　瑚夏 ビート門司

788 長井　翔大 ＫＳＧ志免 849 木下　紗良 ＪＳＳ伊都 910 市部　伊織 かすやＳＣ 971 永井　煌大 ＡＬＷＡＹＳ

789 鳥谷　真平 ＫＳＧ志免 850 望月　瑶子 ＪＳＳ伊都 911 谷岡　怜音 かすやＳＣ 972 田志　海翔 ＡＬＷＡＹＳ

790 日浦　純透 ＫＳＧ志免 851 川原四つ葉 ＪＳＳ伊都 912 村木　壮伍 かすやＳＣ 973 佐井健太郎 ＡＬＷＡＹＳ

791 田中　紗恵 ＫＳＧ志免 852 柴田　美花 ＪＳＳ伊都 913 脇坂　一之 かすやＳＣ 974 一田　晃志 ＡＬＷＡＹＳ

792 田中　望恵 ＫＳＧ志免 853 中村　芽愛 ＪＳＳ伊都 914 三宅　美芭 かすやＳＣ 975 片山　煌大 ＡＬＷＡＹＳ

793 宮﨑　　愛 ＫＳＧ志免 854 境　　千波 ＪＳＳ伊都 915 松永　華凛 かすやＳＣ 976 田中　雄太 ＡＬＷＡＹＳ

794 濵﨑　花鈴 ＫＳＧ志免 855 末松　江奈 ＪＳＳ伊都 916 樋口　淳哉 アクシオンSS 977 稲富いろは ＡＬＷＡＹＳ

795 大内田　楓 ＫＳＧ志免 856 小栁　結乃 ＪＳＳ伊都 917 馬　　騁軒 アクシオンSS 978 三好　莉央 ＡＬＷＡＹＳ

796 大内田　椿 ＫＳＧ志免 857 菊原　結凜 ＪＳＳ伊都 918 池田　亘輝 アクシオンSS 979 野中　琴音 ＡＬＷＡＹＳ

797 森　　柑乃 ＫＳＧ志免 858 小野　祐太 福岡金子ＳＳ 919 マーフィー魁 アクシオンSS 980 松本　実音 ＡＬＷＡＹＳ
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981 松尾　祐花 ＡＬＷＡＹＳ 1042 山田　大遥 ＫＳＧときわ 1103 宇田　蒼衣 はるおか小倉 1164 関　　小夏 ﾋﾞｰﾄ北九州

982 村田　琴美 ＡＬＷＡＹＳ 1043 大園　理仁 ＫＳＧときわ 1104 東　　愛莉 はるおか小倉 1165 三宮　結奈 ﾋﾞｰﾄ北九州

983 井上　美結 ＡＬＷＡＹＳ 1044 山門　秀平 ＫＳＧときわ 1105 中島　綾花 はるおか小倉 1166 東　　千優 ﾋﾞｰﾄ北九州

984 佐井ななみ ＡＬＷＡＹＳ 1045 毛利　　颯 ＫＳＧときわ 1106 近藤　歩輝 はるおか水巻 1167 筑田　侑衣 ﾋﾞｰﾄ北九州

985 有田　蓮叶 ＡＬＷＡＹＳ 1046 池本　黎久 ＫＳＧときわ 1107 瓜生　尋之 はるおか水巻 1168 関　　小桜 ﾋﾞｰﾄ北九州

986 山田　健太 プリオ苅田 1047 久保　晴翔 ＫＳＧときわ 1108 田中　大智 はるおか水巻 1169 武田　璃花 ﾋﾞｰﾄ北九州

987 上原　拓真 プリオ苅田 1048 川端　玖芽 ＫＳＧときわ 1109 上鶴　悟嗣 はるおか水巻 1170 上村菜々花 ﾋﾞｰﾄ北九州

988 沖永　　健 プリオ苅田 1049 吉田　　海 ＫＳＧときわ 1110 瓜生　暢之 はるおか水巻 1171 廣末　翔大 プリオSC

989 野田　優咲 プリオ苅田 1050 絹川　唯花 ＫＳＧときわ 1111 前田　隼汰 はるおか水巻 1172 西尾　　脩 プリオSC

990 渡邊　永磨 プリオ苅田 1051 石本　琴美 ＫＳＧときわ 1112 山本翔太朗 はるおか水巻 1173 廣末　晴也 プリオSC

991 及川　美生 プリオ苅田 1052 植田恵里花 ＫＳＧときわ 1113 田中　滉大 はるおか水巻 1174 森光　韻斗 プリオSC

992 藤川　紗羽 プリオ苅田 1053 北﨑　杏奈 ＫＳＧときわ 1114 山本凛太朗 はるおか水巻 1175 山下　柊太 プリオSC

993 及川　初空 プリオ苅田 1054 小野　莉央 ＫＳＧときわ 1115 小野　将秀 はるおか水巻 1176 髙田　聖翔 プリオSC

994 井上　凜音 プリオ苅田 1055 山門　千佳 ＫＳＧときわ 1116 熊田　陽仁 はるおか水巻 1177 野田　敢太 プリオSC

995 後藤　海真 プリオ苅田 1056 清水　琴葉 ＫＳＧときわ 1117 今村　陽翔 はるおか水巻 1178 滝沢　　悠 プリオSC

996 川原　正大 コナミ徳力 1057 金三津波音 ＫＳＧときわ 1118 今村　咲翔 はるおか水巻 1179 中浦　知花 プリオSC

997 松永　拓也 コナミ徳力 1058 山岸さくら ＫＳＧときわ 1119 倉田　凜和 はるおか水巻 1180 宮内　李音 プリオSC

998 日吉　啓太 コナミ徳力 1059 佐川　佳優 ＫＳＧときわ 1120 御手洗李実 はるおか水巻 1181 田中　心望 プリオSC

999 松尾　陽向 コナミ徳力 1060 田島　帆乃 ＫＳＧときわ 1121 宮原愛莉香 はるおか水巻 1182 伊東　寧々 プリオSC

1000 橋本　颯一 コナミ徳力 1061 守田　心美 ＫＳＧときわ 1122 岡嵜　夢華 はるおか水巻 1183 椋本恵唯華 プリオSC

1001 野脇　崇宏 コナミ徳力 1062 廣瀬　琴羽 ＫＳＧときわ 1123 瓜生　祐埜 はるおか水巻 1184 吉森　美愛 プリオSC

1002 野脇　嵩康 コナミ徳力 1063 河田　　葵 ＫＳＧときわ 1124 藤岡　紗良 はるおか水巻 1185 矢野　有桜 プリオSC

1003 池崎　心春 コナミ徳力 1064 岩本　爽愛 ＫＳＧときわ 1125 大蔵　迅汰 はるおか南 1186 塚田　　葵 プリオSC

1004 松永あずさ コナミ徳力 1065 石橋　うの ＫＳＧときわ 1126 岩永　紬希 はるおか南 1187 川上　倖史 ハート整骨院

1005 丸下陽香莉 コナミ徳力 1066 増田菜々美 ＫＳＧときわ 1127 椎葉　凱飛 はるおか南 1188 後藤　琢己 甘木ＳＣ

1006 北野　優希 コナミ徳力 1067 竹永　侑史 KSGﾄｷﾜ曽根 1128 小田　一熙 はるおか南 1189 大下　怜玖 甘木ＳＣ

1007 大田　彩乃 コナミ徳力 1068 石田　隆和 KSGﾄｷﾜ曽根 1129 原田七夕望 はるおか南 1190 中嶋　　稜 甘木ＳＣ

1008 大田　清乃 コナミ徳力 1069 長尾　和紘 KSGﾄｷﾜ曽根 1130 椎葉　瑠花 はるおか南 1191 中野　蕾樹 甘木ＳＣ

1009 川原　麻未 コナミ徳力 1070 金子　晴哉 KSGﾄｷﾜ曽根 1131 長　　桃香 はるおか南 1192 倉光　春稀 甘木ＳＣ

1010 大手　千咲 コナミ徳力 1071 石井　佑汰 KSGﾄｷﾜ曽根 1132 砥上　愛菜 はるおか南 1193 松岡　慶治 甘木ＳＣ

1011 門間　美柚 コナミ徳力 1072 酒井　瑛斗 KSGﾄｷﾜ曽根 1133 行徳　祐那 はるおか南 1194 松本　宙幸 甘木ＳＣ

1012 山本菜々美 コナミ徳力 1073 池内　優斗 KSGﾄｷﾜ曽根 1134 田中　玲衣 はるおか南 1195 倉光　眞士 甘木ＳＣ

1013 神林　果昂 コナミ徳力 1074 奥田　紗矢 KSGﾄｷﾜ曽根 1135 白石　玲奈 はるおか南 1196 菰田　來煌 甘木ＳＣ

1014 冨野　陽輝 ＫＳＧときわ 1075 福田　果音 KSGﾄｷﾜ曽根 1136 永冨　海暉 フェニックス 1197 松本　和空 甘木ＳＣ

1015 渡辺　健士 ＫＳＧときわ 1076 諏訪　羽音 KSGﾄｷﾜ曽根 1137 大迫　琉介 フェニックス 1198 倉光　瑛大 甘木ＳＣ

1016 福山　航希 ＫＳＧときわ 1077 寺村　心希 KSGﾄｷﾜ曽根 1138 助野　鷹斗 フェニックス 1199 柳　和苗実 甘木ＳＣ

1017 小幡　漱樹 ＫＳＧときわ 1078 佐藤　愛珠 KSGﾄｷﾜ曽根 1139 中山　聖渚 フェニックス 1200 井上　　希 甘木ＳＣ

1018 大石　隼斗 ＫＳＧときわ 1079 小森　弓華 KSGﾄｷﾜ曽根 1140 中雄　俊介 フェニックス 1201 西　　桃花 甘木ＳＣ

1019 白土　涼太 ＫＳＧときわ 1080 長尾　紗季 KSGﾄｷﾜ曽根 1141 島田　　晄 フェニックス 1202 川波　杏奈 甘木ＳＣ

1020 角田　武聖 ＫＳＧときわ 1081 小森　愛心 KSGﾄｷﾜ曽根 1142 金子　優詩 フェニックス 1203 窪山　琴音 甘木ＳＣ

1021 案西　啓介 ＫＳＧときわ 1082 金子　絢音 KSGﾄｷﾜ曽根 1143 中雄　啓太 フェニックス 1204 宇野　杏里 甘木ＳＣ

1022 上田　宝生 ＫＳＧときわ 1083 井町　莉瑚 KSGﾄｷﾜ曽根 1144 谷岡　南柊 フェニックス 1205 木村　萌香 甘木ＳＣ

1023 山岸　康祐 ＫＳＧときわ 1084 古江　璃帆 KSGﾄｷﾜ曽根 1145 大西　夏生 フェニックス 1206 宇野凛々杏 甘木ＳＣ

1024 髙尾　　亘 ＫＳＧときわ 1085 酒井　ユユ KSGﾄｷﾜ曽根 1146 岩本　真哉 フェニックス 1207 瀬尾麻莉愛 甘木ＳＣ

1025 石橋　侑大 ＫＳＧときわ 1086 松本陽菜子 KSGﾄｷﾜ曽根 1147 藤田　晴也 フェニックス 1208 西　　香凜 甘木ＳＣ

1026 河内　翔和 ＫＳＧときわ 1087 寺井　悠晴 はるおか小倉 1148 竹﨑　有咲 フェニックス 1209 平田　柚愛 甘木ＳＣ

1027 守田　大剛 ＫＳＧときわ 1088 宇田　颯葵 はるおか小倉 1149 大迫　美乃 フェニックス 1210 中嶋　さや 甘木ＳＣ

1028 森　　寛成 ＫＳＧときわ 1089 三輪　大翔 はるおか小倉 1150 林　　茉世 フェニックス 1211 窪山　唯菜 甘木ＳＣ

1029 上田　理心 ＫＳＧときわ 1090 小田孝太朗 はるおか小倉 1151 進　　七海 フェニックス 1212 窪山　綾乃 甘木ＳＣ

1030 渡辺　泰史 ＫＳＧときわ 1091 布施　龍一 はるおか小倉 1152 古川夕葵乃 フェニックス 1213 筒井　聖翔 桜泳イシイ

1031 冨澤　陽向 ＫＳＧときわ 1092 聶　　楽航 はるおか小倉 1153 浦田　実月 フェニックス 1214 高木　琉成 桜泳イシイ

1032 上村　大貴 ＫＳＧときわ 1093 原　　壮輔 はるおか小倉 1154 柴田　侑茉 フェニックス 1215 都合　葵偉 桜泳イシイ

1033 麻生　晴希 ＫＳＧときわ 1094 東舘　利穏 はるおか小倉 1155 仲道　穂夏 フェニックス 1216 田中　絢都 桜泳イシイ

1034 齋藤　　匠 ＫＳＧときわ 1095 柴田心之輔 はるおか小倉 1156 西本　有佐 フェニックス 1217 馬田　響大 桜泳イシイ

1035 喜田　馨太 ＫＳＧときわ 1096 中島　淳貴 はるおか小倉 1157 長谷川　潤 フェニックス 1218 手島　誠輝 桜泳イシイ

1036 吉田　　空 ＫＳＧときわ 1097 藤井　千賢 はるおか小倉 1158 谷岡　美翠 フェニックス 1219 廣底　　侑 桜泳イシイ

1037 河田　暖人 ＫＳＧときわ 1098 田中　愛乃 はるおか小倉 1159 足立倖次郎 ﾋﾞｰﾄ北九州 1220 舎川　未来 桜泳イシイ

1038 毛利　　奏 ＫＳＧときわ 1099 金當　　舞 はるおか小倉 1160 中村　天誠 ﾋﾞｰﾄ北九州 1221 梶原　星那 桜泳イシイ

1039 古賀　大晴 ＫＳＧときわ 1100 布施　朱理 はるおか小倉 1161 大谷　涼太 ﾋﾞｰﾄ北九州 1222 坂本　苺華 桜泳イシイ

1040 松山　　脩 ＫＳＧときわ 1101 三輪乃々華 はるおか小倉 1162 中村　地星 ﾋﾞｰﾄ北九州 1223 佐渡島　楓 桜泳イシイ

1041 川端　大翔 ＫＳＧときわ 1102 井手　玲希 はるおか小倉 1163 田中　優瑠 ﾋﾞｰﾄ北九州 1224 二宮　愛莉 桜泳イシイ
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1225 権藤　希実 桜泳イシイ 1286 黒瀬　修司 ＪＳＳちくご 1347 中村　颯汰 ｲﾄﾏﾝ久留米 1408 吉元　凪翔 飯塚ＳＳ

1226 佐渡島くるみ 桜泳イシイ 1287 松﨑　壱路 ＪＳＳちくご 1348 梶村　宜杜 ｲﾄﾏﾝ久留米 1409 手島　慶二 飯塚ＳＳ

1227 杉　紗里奈 体協うきは 1288 中村　心星 ＪＳＳちくご 1349 香月　凛空 ｲﾄﾏﾝ久留米 1410 宮房　　慧 飯塚ＳＳ

1228 須山　弘美 体協うきは 1289 松本　健吾 ＪＳＳちくご 1350 秋山　舜馬 ｲﾄﾏﾝ久留米 1411 塩田　　皓 飯塚ＳＳ

1229 村田　凌真 桜泳大川ＳＳ 1290 中富　晴風 ＪＳＳちくご 1351 西野　圭祐 ｲﾄﾏﾝ久留米 1412 佐々木太一 飯塚ＳＳ

1230 中村　大翔 桜泳大川ＳＳ 1291 丸林　礼采 ＪＳＳちくご 1352 前田真太郎 ｲﾄﾏﾝ久留米 1413 伊藤　優芯 飯塚ＳＳ

1231 田中　幸弥 桜泳大川ＳＳ 1292 渡邉　和哉 ＪＳＳちくご 1353 荒井　康介 ｲﾄﾏﾝ久留米 1414 川野　琳平 飯塚ＳＳ

1232 江口　來輝 桜泳大川ＳＳ 1293 村越実希子 ＪＳＳちくご 1354 馬田　愛叶 ｲﾄﾏﾝ久留米 1415 原田　颯樹 飯塚ＳＳ

1233 井芹　慧大 桜泳大川ＳＳ 1294 永松　亜実 ＪＳＳちくご 1355 西野　紗永 ｲﾄﾏﾝ久留米 1416 林田　栞汰 飯塚ＳＳ

1234 鐘ヶ江亮輔 桜泳大川ＳＳ 1295 松﨑日纏稟 ＪＳＳちくご 1356 土井　悠永 ｲﾄﾏﾝ久留米 1417 野上　朝旦 飯塚ＳＳ

1235 梅﨑　奏太 桜泳大川ＳＳ 1296 原口　美優 ＪＳＳちくご 1357 木村　柚穂 ｲﾄﾏﾝ久留米 1418 梶嶋　輝壱 飯塚ＳＳ

1236 江口　巴琉 桜泳大川ＳＳ 1297 浅田　結衣 ＪＳＳちくご 1358 大場　理世 ｲﾄﾏﾝ久留米 1419 秋枝　　叶 飯塚ＳＳ

1237 石川　哲平 桜泳大川ＳＳ 1298 伊藤　佑月 ＪＳＳちくご 1359 梅本莉依瑳 ｲﾄﾏﾝ久留米 1420 野見山七緒 飯塚ＳＳ

1238 大塚　柊仁 桜泳大川ＳＳ 1299 香月　瑠奈 ＪＳＳちくご 1360 土井　爽永 ｲﾄﾏﾝ久留米 1421 手島　季咲 飯塚ＳＳ

1239 中村　颯志 桜泳大川ＳＳ 1300 五石　杏実 ＪＳＳちくご 1361 髙木　琴羽 ｲﾄﾏﾝ久留米 1422 有松　沙彩 飯塚ＳＳ

1240 中村　真穂 桜泳大川ＳＳ 1301 枝吉　瑚斉 筑後SS 1362 古賀　友里 ｲﾄﾏﾝ久留米 1423 鏡　　唯愛 飯塚ＳＳ

1241 松永　心雪 桜泳大川ＳＳ 1302 寺島　桜介 筑後SS 1363 中村　色羽 ｲﾄﾏﾝ久留米 1424 田中　望夢 飯塚ＳＳ

1242 南部　　詩 桜泳大川ＳＳ 1303 江﨑　大智 筑後SS 1364 伴　理咲子 ｲﾄﾏﾝ久留米 1425 籾井　結衣 飯塚ＳＳ

1243 壹岐　　航 桜泳大牟田SS 1304 河口　晃大 筑後SS 1365 大宅　美翔 ｲﾄﾏﾝ久留米 1426 永易　結生 飯塚ＳＳ

1244 松藤　楓音 桜泳大牟田SS 1305 中嶋　陽輝 筑後SS 1366 武藤彩也香 ｲﾄﾏﾝ久留米 1427 大久保彩晴 飯塚ＳＳ

1245 椿原　彪斗 桜泳大牟田SS 1306 江頭　杏美 筑後SS 1367 木村　彩穂 ｲﾄﾏﾝ久留米 1428 山口　　奏 KSG福岡ｶﾎSS

1246 石橋　　遼 桜泳大牟田SS 1307 入江　心那 筑後SS 1368 上村　那月 イトマン八女 1429 服部　修也 KSG福岡ｶﾎSS

1247 久津輪　心 桜泳大牟田SS 1308 新開　美颯 筑後SS 1369 宮園　　春 イトマン八女 1430 白石　航大 KSG福岡ｶﾎSS

1248 北川　翔万 桜泳大牟田SS 1309 本田ののか 筑後SS 1370 吉里　昊輝 イトマン八女 1431 藤嶋　　奎 KSG福岡ｶﾎSS

1249 永松　流伊 桜泳大牟田SS 1310 新原　彩心 筑後SS 1371 貞苅　海斗 イトマン八女 1432 古賀　勇志 KSG福岡ｶﾎSS

1250 白木正一郎 桜泳大牟田SS 1311 古賀　杏奈 筑後SS 1372 大塚　偉真 イトマン八女 1433 吉原　朋冶 KSG福岡ｶﾎSS

1251 中村　篤志 桜泳大牟田SS 1312 勝田　彩月 筑後SS 1373 石川　凌大 イトマン八女 1434 吉永　藍斗 KSG福岡ｶﾎSS

1252 原口　泰成 桜泳大牟田SS 1313 津村　琴菜 筑後SS 1374 原　　祥翔 イトマン八女 1435 古賀　雄輝 KSG福岡ｶﾎSS

1253 河村　陽斗 桜泳大牟田SS 1314 緒方　佳夏 筑後SS 1375 松本　和真 イトマン八女 1436 石坂悠樹稀 KSG福岡ｶﾎSS

1254 原田　翔伍 桜泳大牟田SS 1315 多田納侑桂 筑後SS 1376 宮園　　歩 イトマン八女 1437 龍泉寺海虎 KSG福岡ｶﾎSS

1255 園田　昂正 桜泳大牟田SS 1316 佐伯　結羽 筑後SS 1377 平島　瑛士 イトマン八女 1438 吉永　歩生 KSG福岡ｶﾎSS

1256 宮本　一路 桜泳大牟田SS 1317 森田　瑛博 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1378 中村　太信 イトマン八女 1439 大塚　優花 KSG福岡ｶﾎSS

1257 西山　颯葵 桜泳大牟田SS 1318 溝田　結都 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1379 池田　美桜 イトマン八女 1440 花岡　志帆 KSG福岡ｶﾎSS

1258 松藤　莉生 桜泳大牟田SS 1319 池島　理翔 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1380 切明　心奈 イトマン八女 1441 山口　　愛 KSG福岡ｶﾎSS

1259 原田　泰伍 桜泳大牟田SS 1320 白水　丈喜 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1381 松延　奈央 イトマン八女 1442 廣岡　　渚 KSG福岡ｶﾎSS

1260 永松　聖名 桜泳大牟田SS 1321 杉本　七斗 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1382 池田　莉央 イトマン八女 1443 向笠　玲花 KSG福岡ｶﾎSS

1261 松永　大和 桜泳大牟田SS 1322 中尾　圭翔 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1383 黒田ゆきの イトマン八女 1444 小野颯太郎 直方ＳＳ野上

1262 壹岐ひなた 桜泳大牟田SS 1323 北島　悠衣 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1384 片岡莉里奈 イトマン八女 1445 佐藤　　歩 直方ＳＳ野上

1263 杉浦　　怜 桜泳大牟田SS 1324 辻　穂乃香 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1385 三原　　渚 イトマン八女 1446 今田　裕介 直方ＳＳ野上

1264 城﨑　楓己 桜泳大牟田SS 1325 山口　莉瑚 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1386 石川　綾乃 イトマン八女 1447 田代　航太 直方ＳＳ野上

1265 前田　茉白 桜泳大牟田SS 1326 草場　結凪 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1387 米村　実也 イトマン八女 1448 久野立昇介 直方ＳＳ野上

1266 戸北　美羽 桜泳大牟田SS 1327 中村　琴祢 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1388 松本　彩花 イトマン八女 1449 田中　潤里 直方ＳＳ野上

1267 菊川　樺希 桜泳大牟田SS 1328 小川　結生 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1389 松尾　優璃 イトマン八女 1450 山本　陸太 直方ＳＳ野上

1268 赤司　栞歩 桜泳大牟田SS 1329 林田　光希 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1390 堤　　奏太 ＫＳＧ柳川 1451 池口　朔矢 直方ＳＳ野上

1269 田尻　優奈 桜泳大牟田SS 1330 末﨑　　渚 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1391 金子　朔士 ＫＳＧ柳川 1452 田中颯一郎 直方ＳＳ野上

1270 上野　聖奈 桜泳大牟田SS 1331 野田　梨華 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ 1392 山田　聡真 ＫＳＧ柳川 1453 後藤　彩吹 直方ＳＳ野上

1271 成清　結菜 桜泳大牟田SS 1332 近藤　康輔 イトマン小郡 1393 島添　泰人 ＫＳＧ柳川 1454 和氣　敬斗 直方ＳＳ野上

1272 髙石　亜美 桜泳大牟田SS 1333 元流　新太 イトマン小郡 1394 小川　光清 ＫＳＧ柳川 1455 田代　悠太 直方ＳＳ野上

1273 庄島　夏稀 桜泳大牟田SS 1334 重元貴一朗 イトマン小郡 1395 西田　瑞稀 ＫＳＧ柳川 1456 中村　陽彩 直方ＳＳ野上

1274 岡本　莉愛 桜泳大牟田SS 1335 岡　　慎史 イトマン小郡 1396 松藤　祐聖 ＫＳＧ柳川 1457 門口　友哉 直方ＳＳ野上

1275 原田　航大 桜泳小郡ＳＳ 1336 原　　佑輔 イトマン小郡 1397 松見　琉人 ＫＳＧ柳川 1458 和氣　陽斗 直方ＳＳ野上

1276 岳　　勇気 桜泳小郡ＳＳ 1337 江上　桜空 イトマン小郡 1398 須﨑　元海 ＫＳＧ柳川 1459 西本　遥陽 直方ＳＳ野上

1277 廣木　春蒔 桜泳小郡ＳＳ 1338 梶原　颯希 イトマン小郡 1399 松藤　美希 ＫＳＧ柳川 1460 小野　桜菜 直方ＳＳ野上

1278 中屋　凱斗 桜泳小郡ＳＳ 1339 佐伯　海美 イトマン小郡 1400 亀崎　愛海 ＫＳＧ柳川 1461 上野　遥香 直方ＳＳ野上

1279 久保結瑞樹 桜泳小郡ＳＳ 1340 采井志保里 イトマン小郡 1401 石橋　花音 ＫＳＧ柳川 1462 有田　里帆 直方ＳＳ野上

1280 下川　実涼 桜泳小郡ＳＳ 1341 天野　芹菜 イトマン小郡 1402 田中　珀娃 ＫＳＧ柳川 1463 四宮　由梨 直方ＳＳ野上

1281 一木　華澄 桜泳小郡ＳＳ 1342 帆足　春咲 イトマン小郡 1403 宮本　結衣 ＫＳＧ柳川 1464 川中　奈穂 直方ＳＳ野上

1282 井田　彩椋 桜泳小郡ＳＳ 1343 伊藤　愛莉 イトマン小郡 1404 河野　羽良 アクセス柳川 1465 中田　夕喜 直方ＳＳ野上

1283 秋田　恋那 桜泳小郡ＳＳ 1344 木村　翔悟 ｲﾄﾏﾝ久留米 1405 大橋　林晏 アクセス柳川 1466 上野　栞奈 直方ＳＳ野上

1284 久保美結奈 桜泳小郡ＳＳ 1345 片渕　奏太 ｲﾄﾏﾝ久留米 1406 安部優希斗 飯塚ＳＳ 1467 那須　花音 直方ＳＳ野上

1285 福島　　花 桜泳小郡ＳＳ 1346 繁松　佑磨 ｲﾄﾏﾝ久留米 1407 塩田　響己 飯塚ＳＳ 1468 松本　優咲 直方ＳＳ野上
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1469 福谷　早織 直方ＳＳ野上 1530 櫻木健太朗 九州大

1470 秦　まなみ 直方ＳＳ野上 1531 後藤　旭登 九州大

1471 四宮　礼梨 直方ＳＳ野上 1532 濱田　拓海 九州大

1472 中田　結子 直方ＳＳ野上 1533 楳木　麻央 九州大

1473 花井ひかり 直方ＳＳ野上 1534 浦川　慧大 長崎大

1474 山地唯千花 直方ＳＳ野上 1535 長澤　祐太 長崎大

1475 中川　栞莉 直方ＳＳ野上 1536 端野　咲紀 鹿屋体育大

1476 田代　芭奈 直方ＳＳ野上 1537 岡部　眞之 九州共立大

1477 鶴森　珠理 直方ＳＳ野上 1538 内村　唯人 九州共立大

1478 石坂　紅菜 直方ＳＳ野上 1539 山中　柊馬 九州共立大

1479 武友　咲理 直方ＳＳ野上 1540 西田　亜未 九州共立大

1480 方志　絢音 直方ＳＳ野上 1541 渡辺　三空 九州共立大

1481 山田　智華 直方ＳＳ野上 1542 永嶌　莉子 九州共立大

1482 坂口　弘祐 新飯塚

1483 千代原健太 新飯塚

1484 増田　拓真 新飯塚

1485 熊谷　孝太 新飯塚

1486 久米　雄大 新飯塚

1487 岡野　航大 新飯塚

1488 岡村　海秀 新飯塚

1489 富田　煌舶 新飯塚

1490 岡野　祥大 新飯塚

1491 金澤　伶治 新飯塚

1492 平林　大空 新飯塚

1493 酒井　侑士 新飯塚

1494 住吉　春菜 新飯塚

1495 川波さくら 新飯塚

1496 江里口愛瑠 新飯塚

1497 米山　苺花 新飯塚

1498 田中　夢姫 新飯塚

1499 和多　舜果 新飯塚

1500 富田莉紗徠 新飯塚

1501 宮嶋　恵彩 新飯塚

1502 伊藤　結子 新飯塚

1503 廣津留倖一 鵲泳会

1504 黒田　侑希 日本体育大

1505 牟田　弘樹 日本体育大

1506 今村　　翼 日本体育大

1507 狩又　俊介 日本体育大

1508 平尾　　楓 日本体育大

1509 髙原　彩花 立教大

1510 石原　愛依 神奈川大

1511 椿原　成將 東洋大

1512 藤原　育大 日本大

1513 築地原智二 山梨学院大

1514 池田　航士 中京大

1515 今井　美祈 中京大

1516 畑田真奈穂 中京大

1517 田山　茅咲 中京大

1518 福田　　練 大阪体育大学

1519 松村　咲良 大阪体育大学

1520 榮樂　遥香 大阪体育大学

1521 今西　優太 近畿大学

1522 伊東　　翼 近畿大学

1523 金川　直樹 福岡大

1524 三村　颯太 福岡大

1525 永岡　　祥 福岡大

1526 髙﨑　真衣 福岡大

1527 森　　文弥 福岡教育大

1528 川嵜　直人 九州大

1529 岩田　隆人 九州大



（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。 



(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入館時は検温・手指消毒を行う

　　　④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。

　　　⑤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。

　　　⑥会場内の入り口や窓を開放し、常時換気を行う。

　　　⑦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。

　　　⑧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。

　　　⑨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



●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！





【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。 

 



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



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。 


