
2022 年 7 月 5 日 

（公財） 日本水泳連盟 学生委員会 

中部支部 競技委員会 

参加者の皆様へ 

 

２０２２年度 中部学生選手権水泳競技大会 ３次要項 
 

期   日  ２０２２年７月９日（土）・１０日（日） 

会   場  金沢プール   ＊会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 

時   間  

  （１）競技役員入場（中部支部役員・石川県水泳協会：事前準備担当者） 

・７月９日（土） ７：１５（１階 プール正面入口） 

・７月１０日（日） ７：１５（１階 プール正面入口） 

 

  （２）会場入場玄関の指定 

・選手及びチーム関係者は２階玄関からの入場となります。 

・２階玄関は２カ所あるため、大学ごとに次の通り入場玄関を指定します。 

①あめるんパーク側玄関・・・・昨年度中部学生選手権総合６位以内の大学 

中京大、新潟医療福祉大、至学館大、東海学園大 

岐阜聖徳大、愛知教育大 

②東駐車場側玄関・・・・・・・上記以外の大学 

 

  （３）入場 

・東駐車場側玄関から入場する大学の先行入場は２名以内とします。 

※無観客試合のため、入場できるのは健康チェック表（東洋電子 HP）に記載されたチーム

関係者の方に限ります。（チームユニフォームを着用しなければ入場できません。） 

・７月９日（土） ７：４０（２階 各玄関） 

・７月１０日（日） ７：４０（２階 各玄関） 

・７時４０分になりましたら、東駐車場玄関側の先行入場を開始します。 

先行入場者は各所属大学のユニフォームを着用して、指定された２階玄関に集合してくだ

さい。（１チーム２名以内、選手・マネージャー・コーチに限る） 

・先行入場後、安全確認できた段階で、あめるんパーク側玄関および東駐車場側玄関を開放

し、選手等の入場を開始します。 

＊各チームの代表者は、入口にて健康チェック表（個票）の提出をお願いします。 

 後から入る選手につきましては2階団体受付にて受付をお願いします。本人確認をします。 

 ２日間の参加者は１日目終了後に団体受付にて学校単位で返却いたします。 

・東駐車場側玄関は、選手入場後に閉鎖します。その後の入場は、あめるんパーク側玄関み

のとし、関係者のみ入場専用とします。 

・２階玄関（中央玄関）は終日、退場専用とします。 

※朝７時００分以前から会場出入口付近に並ぶことは禁止します。 



※大学生らしく入口前でもきちんと整列して待機してください。 

（新型コロナ感染症感染予防対策のため、ソーシャルディスタンスを順守し、３密となら

ないように、各チームで配慮してください。） 

 

  （４）ウォーミングアップ （各大学の責任にて管理願います。） 

・大会前日の無料開放はありません。 

・アップ・ダウン中はマスク非着用となりますので、会話を一切禁止とします。 

・会場内は一方通行とします。詳細は会場動線図を参照してください。 

・アップ終了後は、各自荷物置きエリアでマスクを着用し、速やかに控え所に戻ってくださ

い。 

 

① メインプール 

・７月９日（土） ８：００～８：５５ 

・７月１０日（日） ８：００～９：００ 

・公式スタート練習は実施しません 

・ダッシュレーンは、スタート側からの一方通行とし、放送にて時間帯を伝達します。 

・０レーンは、バックストロークレッジ着装のため、背泳ぎ専用（一方通行）とします。 

 

② サブプール 

・７月９日（土） ８：００～競技終了まで 

・７月１０日（日） ８：００～競技終了まで 

・サブプールは飛び込み禁止のためダッシュレーン設定しません。 

・７レーンは、バックストロークレッジ着装のため、背泳ぎ専用（一方通行）とします。 

③ ダイビングプール 

・決勝レース終了後の決勝進出者のクールダウンのみ利用可 

 

  （５）マネージャー会議 （各大学のマネージャー１名は、必ず出席してください。） 

・７月９日（土） ８：１５～８：２５ 

・７月１０日（日） ８：１５～８：２５ 

・場所：２階中央口～東駐車場玄関間のエントランスフロア 

・大会の諸連絡、変更点等の連絡をします。 

・補助役員の大学は、競技役員朝礼に出席してください。（２階エントランスフロア） 

 

  （６）競技役員・補助役員受付及び朝礼 

・７月９日(土)、10 日(日）両日とも次の時刻とします。 

・受付 ： １階 中央入口付近 ８：２０完了 

・朝礼、打ち合わせ：２階エントランス ８：３０～８：５０ 

・各パート別打ち合わせ  ８：５５～９：０５ 

・朝礼には、競技役員・補助役員とも出席して下さい。 

・有資格者は、補助役員を含め競技役員手帳を受付時に提出して下さい。 



 

  （７）リレーオーダー用紙 

・すべてリゾリューションデスクに提出してください。 

・今大会は、すべてのリレー種目（男女）はタイムレース決勝で実施します。 

・リレーオーダー用紙は、各チームとも、東洋電子のホームページから印刷して準備してく

ださい。 

・リレーオーダー用紙の締切は、次の通りとします。 

（提出後のオーダー変更は原則認めません。） 

①男女 400m フリーリレー決勝は、予選競技開始まで。 

②男女 400m メドレーリレー決勝は、予選競技開始まで。 

③男女 800m フリーリレー決勝は、２日目の予選競技終了まで。 

④女子 200m リレー（全国国公立選手権対象）は、予選競技開始まで。 

（８）棄権の届け出 

棄権の届け出用紙に記入し、予選は当該競技当日の予選競技開始２０分前（1日目は 

９：１０、２日目は８：５０）までにリゾリューションデスクに提出してください。決勝を

棄権する場合は、その予選競技終了後 1時間以内に、リゾリューションデスクに提出してく

ださい。様式は東洋電子のホームページから印刷して準備してください。 

 

開 会 式  ・７月９日（土）９：１５ 

・大会役員は０レーン側プールサイドに集合してください。 

・選手は観客席にて起立の上、参加してください。 

 ＊競技役員・補助役員の開会式の整列・参加はありません。 

・優勝杯返還大学は、９：０５までに招集所に優勝杯を持ってお越し下さい。 

・選手宣誓男女各１名は、９：０５までに招集所へお越し下さい。 

 

競 技 開 始  ・７月９日（土）     ９：３０（開会式終了後） 

・７月１０日（日） ９：１０ 

・両日とも予選競技終了後、若干の休憩時間を設定する予定です。 

（競技進行はタイムテーブルを基本に進行します。） 

・女子 200m リレー（全国国公立大会のため）は、２日目の予選競技終了後に行います。 

（前回大会と同様です。） 

・７月 10 日(日)、予選競技終了後に、全国国公立及び日本学生選手権大会の説明会を

行いますので、全国大会出場予定の大学関係者は、必ず出席してください。 

（全国大会説明会の会場は２階中央口～東駐車場玄関間のエントランスホール) 

・会場内の導線は会場動線図を参照してください。 

・競技中のウォーミングアップは、サブプールの使用を認めます。 

 

競 技 方 法  ・本競技会は、2022年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則にのっとり実施する。 

・男女別学校対抗とします。 

・予選はタイムレースとし、決勝は10名で行い、2名の補欠をとります。 



・ただし、リレー競技においては全てタイムレース決勝とします。 

・決勝進出において、同記録のため定員より増加した場合は、抽選を行います。 

また、補欠が同記録の場合は、抽選によって優先順位を決定します。 

・競技成立後は、折り返し監察員の指示により、プール横から退水してください。リレ

ー競技は自レーンからの退水となります。 

・競技進行により、競技役員からの指示があった場合は、すみやかに、その指示に従い

行動してください。 

・審判長のロングホイッスル合図前にはスタート台に上がらないでください。 

・競技中はバケツに入ったプールの水をつけてください。 

 

得   点  ・種目ごとに、その成績により、下記の通り得点を与えます。 

（リレーも同得点となります・女子２００ｍフリーリレーは除外） 

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

得点 ９点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

・個人及びリレー種目における総合得点により、学校対抗の順位を決定します。 

ただし、総得点が同点の場合は、次の手順に従い決定します。 

①リレーによる得点の多い学校 

②入賞者数の多い学校（リレーは４人とカウントします） 

※上記の方法で決定しない場合は、同位とします。 

 

控え所、観覧席等 

  （１）競技役員控え・・・１階会議室、2階エントランス 

  （２）選手控え 

①昨年度中部学生選手権総合６位以内・・メインプール９レーン側２階デッキ 

②上記以外・・・指定場所以外の観覧席およびあめるんパーク屋内広場（飲食禁止） 

・プールサイドや更衣室内の場所取りは禁止します。 

・２階デッキ（指定場所）はトレーナーエリア（各大学トレーナーベッドは１台）としての使

用は認めますが、密にならないように譲り合ってご利用ください。 

またアイスバスの使用は禁止とします。 

・あめるんパーク内（飲食禁止）は、各大学、譲り合ってご利用ください。 

・あめるんパークの開場時間は８：１０とします。（検温・消毒あり） 

・あめるんパークへの入場も、チームユニフォーム着用の関係者に限ります。 

  （３）観覧席 

・観覧席での敷物やロープ等での仕切りによる場所取りは禁止します。 

・飲食については、観覧席及び２階デッキに限ります。 

・メインプール観覧席は譲り合って使用してください。 

・マネージャー席は、各大学、譲り合ってご利用ください。ただし、各大学２名までとし、選

手控えとしての使用は禁止します。 

  （４）その他 

・更衣室の場所取りは禁止とし、着替えのみで使用してください。 



・荷物は各自で持って移動し、指定された荷物置き場に置いてください。（導線図参照） 

・貴重品の管理は各大学で徹底して下さい。 

・コンセント（撮影機器・携帯電話・パソコン等）は使用禁止です。（正確には窃盗です。） 

 

表   彰 ・個人 ： 各種目の１位～３位に賞状と記念品を授与します。（表彰式はありません） 

            2階 団体受付にて賞状と記念品をお渡しします。 

・団体 ： 閉会式において、団体表彰を行います。 

①中部学生選手権の部 

・中部学生選手権獲得校に優勝杯と賞状を授与し表彰します。 

・２～８位に賞状を授与します。 

②国公立、私学選手権の部 

・1 位～３位に賞状を授与します。 

 

駐 車 場 ・プール東側の駐車場をご利用いただけますが、台数に限りがありますので、公共交通機

関の利用や乗合い等の配慮をお願いいたします。 

・東駐車場：６時４０分 開場 

（マイクロバスにつきましては台数に限りがありますので中部支部メールに事前予約必要） 

・駐車場のトラブルについては対応できないので、ご承知おきください。 

・駐車場係りの指示に従って入場してください。 

 

撮   影 ・参加大学の監督・マネージャー・選手による参加大学の出場選手の競技中及び団体表彰

時の撮影は許可します。 

（申請書の提出はありませんが、撮影時にはチームユニフォームを着用してください。） 

・スマホなどでの撮影も同様の取り扱いとします。（フラッシュ装置は使用不可） 

・報道関係者につきましては、大会本部にて受付をしてください。 

社員証・腕章等の所持をお願いします。（上履きをご持参ください） 

 

そ の 他 ・会場周辺の路上駐車及び使用禁止駐車場の使用、ゴミの持ち帰り、会場利用マナーにつ

きまして十分な指導を徹底して下さい。 

特に朝の選手・マネージャーの降車を路上にて行わないでください。必ず駐車場にて人

や荷物の積み下ろしを行ってください。（路上での駐停車は禁止とします） 

・前記しておりますが、会場へのお問い合わせはしないようにお願いします。 

・各大学又は個人で救急医薬品等の準備をしてください。絆創膏等も配布しません。 

・競技役員・補助役員は必ず指定のポロシャツ及びスラックス、無資格者は各所属大学の

ユニフォームを着用してください。靴は白の上履きをご用意ください。 

・建物内及び公園内は条例で禁煙です。ご理解とご協力をお願いします。 

・館内は土足禁止です。履き替えをお願いします。履物マナーの徹底をお願いします。(動

線図にてエリアを確かめてください。) 

・コーチ、選手は、プールサイドは上履き（室内専用サンダルを含む）の使用を認めます。

ただし汚れていないシューズ・サンダルに限ります。 



・アリーナ内では必ず各所属大学のユニフォームを着用してください。 

※プールサイドへの入場は、選手・監督・コーチに限定します。その場合は、所属大

学のユニフォームを必ず着用してください。ユニフォームを着用していない者の入

場は認めません。 

・コーチ・選手のアリーナ内（サブプール含）での応援・撮影は禁止します。 

※９レーン側ウッドデッキスタート寄りに、監督・コーチエリアを設けます。 

（選手不可） 

・女子・男子 800ｍリレータイムレース決勝競技の、折り返し側での応援は、危険防止の

ため禁止します。 

・競技中に退水する場合、各レーンのタッチ板に触るとタッチ板の誤作動を生じる場合が

あります。誤動作の場合は、タッチ板に接触した選手は失格の対象となります。 

・選手はウォーミングアップ、クールダウン、レースに使用する水着、スイムキャップは

商標規定違反にならない水着、キャップを使用してください。高校名やスイミングクラ

ブ等のネームの入ったものは使用できません。 

（競技規則を熟読して、競技に臨んでください。） 

・スイミングキャップはレース時もアップ時も必ず着用してください。 

・ウォーミングアップ等でプールに入水する場合は、必ずシャワーを使用してください。 

・体調のすぐれない選手は決して無理をして競技に参加しないでください。 

ドクターは待機していますが、選手自身の体調管理は各自・各チームで行ってください。 

・熱中症などの暑さ対策に留意してください。 

・その他会場使用規定を遵守してください。 

・立ち入り禁止場所、迷惑駐車、その他多数のトラブルが考えられます。 

・大会当日だけでなく、個別のご要望等含め個々の対応は、全て参加大学責任者を通じて

のみ承ります。参加者個人への対応は全てお断りいたします。 

・係員の指示に従えない場合は会場から退場していただきます。 

・各自、控え場所の清掃・ごみの持ち帰りの徹底をお願いします。 
・無観客試合のため会場内では必ず各自所属する大学のユニフォームを着用してください。
（大学ユニフォームを着用していない者の入場はできません。） 
 ＊新一年生においては大学ユニフォームが間に合わない場合に限り無地（広告規定に違
反していない）のユニフォームの着用を認めます。 
・競技進行はタイムテーブルを基本に進行します。 
・補助役員は、参加団体の人数によりお願いしますので、ご協力ください。 
・速報掲示は行わないので、(有)東洋電子システムホームページにて確認してください。 

・ガウンも含めて、共用するストレッチマットや毛布等に関しても、感染対策を十分に施

すこと。 

・競技会において、参加選手または関係者等が私的に撮影した動画や画像を YouTube 等の

WEB サイトやその他の公な場所に所に公開するためには、必ず各権利者の承諾を公開者

が受けてください。また会場 BGM 等をそのまま使用すると著作権の侵害となるので注意

してください。 

 

コロナ対策 ・会場にコロナウイルスを持ち込まない・持ち帰らないを徹底をします。 



・２階玄関に、手・指消毒液を準備しますが、参加大学・選手個人でも消毒液や除菌シー
トなどを必ず準備してください。 
・競技会開催中に体調のすぐれない方はすぐに医療機関での診察をお願いします。 
・競技終了後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、所属大学を通じ
て主催者側に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。 
・ご使用になった控え場所などは確実に覚えておいてください。 
・競技中以外の会場内では、必ずマスクを着用してください。マスクなどの感染予防をさ
れない方の参加は認めません。マスクなどを忘れた場合は各大学にて対応ください。 

・レース中、ウォーミングアップ中、クールダウン中などマスクを着用していない状況で
の会話は禁止します。感染防止を徹底してください。 
・競技中に大きな声で会話することは禁止します。また声を出しての応援も禁止します。 

（拍手、手拍子、スティックバルーンでの応援は認めます。） 

      ・競技終了後、使用した座席、控え場所などは必ず除菌シートや除菌スプレーで消毒を各

チーム単位で行ってください。 

 

特記事項  ・大会前１週間において下記に該当する場合は、本大会への参加及び入館を見合わせて下

さい。 

①平熱を超える発熱 

②咳、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嗅覚や味覚の異常 

⑤体がだるく感じる、疲れやすいなどの症状 

⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある場合 

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、入国後の観察機関を必要とされている国、地域

などへの渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合 

 

現在発生している新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況を受け、新型コロナウイルス感染予

防のガイドラインを遵守することにより、中部学生選手権水泳競技大会の開催準備が整いました。 

大会運営にあたり、皆様のご理解、ご協力をお願いします。 

 

なお、新型コロナウイルスの蔓延状況によっては、今後、大会開催自体を見直すこともあります。 

また、状況に応じて、本運用を当日変更の可能する場合がありますのでご承知おきください。 

その場合は改めて東洋電子のホームページ及び当日のマネージャー会議にて連絡します。 

 

以上 


