
令和４年度東北中学校体育大会 第５４回東北中学校水泳競技大会 

監督会議資料 
 

 
※監督者会議を行わないため,本要項を印刷し,選手・保護者に周知徹底し,大会に持参してくださ

い。 

※本大会は感染症対策のため，観客の入場を制限しています。保護者の観戦については別紙をご

覧ください。 

※感染症対策のため，当日入館できるのは，その日に競技がある選手・引率監督・役員・事前登

録したコーチのみです。応援の各学校長の入場もお断りします。 

※感染症対策のため，大会前日のプール開放は行いません。 

 

 
  Ⅰ 競技運営について 

  Ⅱ 連絡事項 

１ 総務部  

(１)配付物の確認 

(２)受付・撮影許可証等 

(３)AD カード 

(４)入場 

(５)医療・救護 

(６)宿泊・弁当 

(７)リゾリューションデスク 

(８)競技終了後の退館 

(９)その他 

２ 競技部                           

(１)練習 

(２)招集 

(３)通告・記録の発表 

(４)会場使用 

 

３ 式典部  

(１)開始式 

(２)閉会式 

(３)表彰(賞状の引き換え等を含む) 

 

４ 記録広報部                          

(１)電光表示板表示 

(２)棄権・プログラム訂正用紙，リレーオーダーの提出 



1 

 

Ⅰ 競技運営について 

１ 競技規定 

令和４年度（財）日本水泳連盟競泳競技規則及び第 54 回東北中学校水泳競技大会要項により開催

します。 

２ 商標 

（１）ＦＩＮＡ（国際水泳連盟）の公認した水着を着用します。未公認の水着で泳いだ場合は，参考記録扱い

となり，決勝の出場や大会記録等が認められません。ランキングにも反映されません。 

１）重ね着は，禁止です。着用できる水着は１枚のみとします。 

２）水着あるいは身体へのテーピングは禁止とします。 

３）水着への二次加工は禁止とします。 

（２）ｱﾘｰﾅ内（ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ）で着用する水着やウェアその他身につける物のマークの規定については下記の

通りになります。なお，違反は失格となります。選手以外の競技役員に対しても適用です。身に

つけてよいマークは以下のものとします。 

①水 着 ・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 

 ・メーカーのロゴ・マークや事前承認されたスポンサーロゴは３０cm2で１カ所。 

 ※ワンピース水着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つ許されます。ただしこれらの商標名は相互に

隣接しておくことはできません。 

②ウェア ・メーカーのロゴ・マークは４０cm2以内で１カ所。 

 ・マークは２０cm2 以内であれば数に制限はありません。 

 ・自分の氏名や所属名，国旗・国または地域等の名称やマークは大きさと数制限はありま

せん。 

③その他のもの ・メーカーのロゴ・マークは２０cm2 以内で１カ所です。 

 ・マークは２０cm2 以内であれば数に制限はありません。 

 ・自分の氏名や所属名，国旗・国または地域等の名称やマークは大きさと数制限はあ

りません。 

（３）以下のものを身につけて中体連主催の競技に参加することは認められません。 

１）スイミングクラブの名称やマークの入った水着やウェア等の着用 

２）ネックレスやミサンガ・プロミスリング，ピアス等の装飾品 

３）化粧やマニキュア，肌への落書き，入れ墨，意図的な染髪 

 

３ 怪我による傷テープの使用等については事前に審判長の許可を得てください。 

 

４ 競技進行は予定時間通り進行します。競技が遅れる場合もあるので，進行状況は随時確認してくださ

い。 

 

５ 本大会は全自動計測装置を使用します。タッチ板の「有効面」を確実にタッチしてください。有効面

を明らかにタッチしたにもかかわらず作動しなかった場合は，半自動計時を用います。リレーの泳者

は，誤作動の原因になるので，ゴールしたら速やかに自分のコースから上がってください。リレー以

外の種目については横退水をしてください。 

 

６ 背泳ぎにおいてバックストロークレッジを設置します。バーの高さは各自調整してください。なお，使用

しない場合は自レーンの折返監察員に伝えてください。 

 

７ 800m 自由形は 400m の折り返し時に，1500m 自由形は 500m と 1000m の折り返し時に，その折り返し

時の距離を表示したパネルを水中壁面に折返監察員が入れます。また，800m 自由形 1500m 自由形共通

で，ラスト 100m になったら振鈴で知らせます。 



2 

 

 ８ 競技中に発生した事柄に関する抗議は，発生後３０分以内にそのチームの監督が，文書で審判長に提

出することになっています。また，競技開始前に分かった事柄については，その競技の出発合図の前

に審判長に申し出てください。 

   抗議はすべて，その競技会を主催する本連盟または加盟団体から任命された，大会総務によって検討

され，裁定されます。本連盟または加盟団体から任命された審判長によってなされた決定は最終決定

であって，これらの事柄についての抗議は許されません。 

 

 ９ 全種目とも予選はタイムレースで行う。(予選班組は平均分け方式とする)800ｍ・1500ｍ自由形はタイムレース

決勝とする。決勝は，予選の結果上位９名(９チーム)が出場できる。ただし，棄権者が出た場合は，次点上位

より順次出場権を与える。また，同タイムのため 10 名(10 チーム)以上になった場合は，スイムオフを行わず，

抽選により決勝進出者を決定する。 

 

１０ 新型コロナウィルス感染防止に向けた取り組みは別紙ガイドラインを参照ください。 

 

Ⅱ 連絡事項 

１ 総務部 

（１）配付物の確認 

   ＡＤカード，プログラム，その他 

（２）受付・撮影 

①学校受付は１階ロビー受付で行います。 

②受付時間は 

８／４（木）１４：００～１６：００ 

８／５（金） ９：５０～１５：３０ 

８／６（土） ７：２０～１５：００ 

８／７（日） ７：２０～１０：００ 

※５～７日の始めの１０分間は監督・引率者のみ学校受付のための入場を認める。 

 

③カメラやビデオ等（携帯電話・スマートフォンを含む全ての撮影機器）での撮影について，撮影許可

証は発行しません。引率監督の指示・管理のもと，撮影してください。 

（３）ＡＤカード 

   選手・監督・コーチ・マネージャーは，会場内では，常にＡＤカードを携行してください。 

  ※１階大会本部等への出入り口は競技役員・大会役員以外立入禁止とします。 

（４）入場 

  以下の手順で入場することとします。 

  ①１階ロビー受付でプログラムやＡＤカード等が入った袋を受け取ります。 

  ②選手・引率監督は，袋の中のＡＤカード裏面（健康チェック）に必要事項を記入し，ＡＤカードを着

用します。１Ｆ入口で検温・消毒をして，指定された時間に入場します。 

  ※コーチも同様に，１階外受付でＡＤカードを受け取った後に，１階入り口で検温・消毒をして入場し

ます。 

  ※健康チェックシート 大会用、学校同行者一覧は携帯していただきますが、毎日の提出は求めません。 

   体調不良等の場合に提出していただく場合があります。 

（５）医療・救護 

①医療機関について 

盛岡市立病院  盛岡市本宮５丁目１５−１ tel 019-635-0101 

②大会本部に救護担当を配置しております。１階リゾリューションデスクにご連絡ください。 

救護係は応急処置を行い，必要に応じて救急指定病院に連絡・手配します。医療機関への搬送は学校

毎に行うことを原則とします。 
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③応急処置の費用は大会本部が負担いたしますが，それ以降の治療費については個人負担となります。

宿舎での急病及びけがなどで治療の必要がある場合は，引率責任者は宿舎に申し出て医療機関への連

絡を依頼してください。また，直ちに大会事務局（０９０－４５５２－３９３２）へ連絡願います。 

（６）宿泊・弁当 

 ①宿泊弁当に関する問い合わせについては１階宿泊弁当窓口で行っています。弁当の引き換え，宿泊

に関する要望等はこちらでお願いします。 

 ②弁当の引き換え時間は１１：００～１３：００までとします。弁当の引き換え場所はタカヤアリー

ナの２階会議室で弁当引渡（冷房車から直接受取）になります。なお，弁当は引き換え後１時間以

内にお召し上がりください。 

 ③弁当の空き箱は，１５：００までに，必ず返却するようお願いいたします。 

（７）リゾリューションデスク 

   リゾリューションデスクでは，競技に関する受付を行います（リレーエントリー用紙・棄権届の提出，

抗議文書等の受付，その他大会に関わる総務についての質問受付を含む）。 

(８) 競技終了後の退館について 

   新型コロナウィルス感染防止による，密を避けるため，選手の競技終了後，なるべく早く退館するよ

うご協力をお願いいたします。 

（９）その他 

  ①連絡事項は，１階ロビー速報掲示板に掲示します。なお，速報は勝手にはがさないでください。 

 

２ 競技部 

（１）練習 

  ①練習は，必ず監督・コーチが立ち会い各校の責任で行ってください。 

 ４日（木）大会前日 ５日（金）第１日目 ６日（土）第２日目 ７日（日）第３日目 

会場時刻 感染症予防対策の

ため解放しない。 

10:00 7：30 7：30 

メインプー

ル 

（５０ｍ） 

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 

10:15～12:15 

※公式スタート練習 

11:15～11:45 

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 

7:45～9:45 

※公式スタート練習 

9:00～9:30 

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 

7:45～9:45 

※公式スタート練習 

9:00～9:30 

サブプール 

（２５ｍ） 

10:15～18:00 

(５日出場選手のみ) 

7:45～16:30 

(６日出場選手のみ) 

7:45～競技終了 

(７日出場選手のみ) 

 

 ②公式スタート練習 

  公式スタート練習を３～６レーンで行います。７・８レーンはペースレーンとし，400m 以上のスイ

ム練習に使ってください。９レーン両サイドをリレー引継，１・２レーンをアップ・ダウン用としま

す。公式スタート練習の時間以外は，全レーンスイムレーン(４レーンはペースレーン)とします。 

（２）招集 

   該当する競技のタイムテーブル時刻 15 分前から招集所にて開始する。適宜休憩時間を設け,時間通

りの進行を目指します。密集回避のため,あまり早く招集所に来ないようにしてください。 

（３）通告，記録の発表 

  ①選手紹介をレース前に行います。 

  ②各競技終了後，種目別競技結果を電光表示板にて発表します。正式な競技結果は，１階ロビーの速報

掲示板に発表します。 
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③速報サービスを使用します。 

種目別競技結果，ラップタイム，過去の競技結果などがご覧いただけます。 

お手持ちの携帯電話・スマートフォン等で、下記の QR コードを読み取ってください。 

 

 

 

 

 

 

（４）会場使用 

  ①泳ぐとき以外はマスクを着用すること。 

②声を発する応援を禁止する。 

③更衣室について 

・ソーシャルディスタンス確保のため，更衣室を使用する際は最低限の着替えにとどめ，複数人で 

隣り合ったロッカーを同時に使用しないこと。 

・更衣室の入室人数は概ね 30 名以下とする。各選手は必ず留意すること。 

・更衣室のロッカーは使用しないでください。また、更衣室に荷物を置きっぱなしにしないでください。 

特にも、貴重品は監督・引率者に預けるなどして更衣室に持ち込まないでください。 

  ④スタンドは，割当の場所を使うこととします。 

   ・シートやメガホン，荷物を置いてスタンド席を確保することは禁止します。 

   ・観客席最前列の手すりにもたれかかり，身を乗り出して観戦することは危険です。また，最前列で

立つことは後方の方の迷惑となりますのでやめてください。 

  ⑤応援旗については，観戦の邪魔にならないようにしてください。また，応援旗によって非常灯が隠れ

ると，非常時に大変危険ですので，非常灯にかからないようご注意ください。 

  ⑥選手と顧問の控え所は，次の２カ所とします。指定された場所以外の使用は一切禁止します。 

(ⅰ)メインスタンド・メインスタンド裏通路 

県ごとに指定します。通行の邪魔にならないように窓側を使用しスタンド側を通路としてあけてくださ

い。また，防火扉に寄りかかるとセンサーが反応するので注意してください。 

(ⅱ)タカヤアリーナ（１階フロアおよびスタンド） 

 １階フロアは土足禁止です。入口で履きものを脱いでください。県毎に割り当てられた場所を使って

ください（会場図参照）。スタンドの割り当てはありませんので譲り合って使用してください。なお，

タカヤアリーナへの放送等による連絡はしません。 

⑦選手控え所に荷物を置いて帰ることはできません。荷物が残っていた場合は係が撤去します。応援旗も同

様です。帰る前に必ず撤去してください。 

⑧荷物は各校で管理してください。貴重品は顧問に預けるなど盗難防止に努めてください。 

⑨ベンチなどの移動や立入禁止区域への出入りを決してしないでください。 

⑩館内のコンセントは使用しないでください。 

⑪各校ゴミの持ち帰りにご協力ください。 

⑫施設の破損等がありましたら，速やかに近くの競技役員又はリゾリューションデスクにご連絡願います。 

⑬選手の駐車場での乗降は，プール前の横断歩道付近では行わないでください。渋滞・危険防止のために禁

止します。 

（※保護者の皆様にも連絡徹底願います） 

 

競技結果速報サービスは速報値です。 

正式な結果は，必ず大会主催者が発表する公式記録をご確認ください。 

データは随時更新されています。 

最新のデータはページの「再読込」で表示されます。 
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３ 式典部 

（１）開始式 

   日時  ８月 ５日（金）１２：３０～１２：４５ メインプール 

（２）総合成績発表 

   日時  ８月 ７日（日）競技終了後、速やかに行う 

（３）表彰 

  ①個人種目表彰 

   ・男女別個人種目上位８位まで賞状を授与します。男女別リレー種目上位８位まで賞状を授与します。（３

位まではリレーメンバーにも授与する。） 

   ・３位までの入賞者は競技終了後に表彰を行います。なお，表彰式で授与される賞状はダミーを使用

します。 

  ②総合表彰 

・男女別８位まで賞状を授与します。優勝校には持ち回りのカップも授与します。 

・全競技終了後第８位まで発表します。表彰式は行いません。 

③賞状の引き換え 

   ・８位までに入賞した選手または引率監督は，競技終了後,１Ｆ学校受付で賞状を受け取って下さい。

担当者にＡＤカードを提示し，受賞種目と順位を伝えてください。競技結果と確認した上で賞状を

渡します。 

   ・個人種目の賞状は必ず大会開催期間中に受け取ってください。各学校への郵送はいたしません。総

合の賞状を受け取れずに帰った学校は，郵送で対応します。 

 

４ 記録広報部 

（１）電光表示板表示 

   各種目終了後に，電光表示板にランキングを表示します。 

電光表示板に表示される記号の意味は次のとおりです。 

   「ＴＲ」東北新，「ＴＪ」東北中学新，「ＧＲ」大会新，「ＤＮＳ」棄権，「ＤＳＱ」失格 

（２）棄権・プログラム訂正用紙，リレーオーダーの提出 

  ①レースを棄権する場合やプログラムの訂正がある場合は，レース開始予定時刻１時間前までに所定の

棄権・訂正用紙に記入し，リゾリューションデスクに提出してください。不足した場合は，リゾリュ

ーションデスクで発行します。なお，選手番号の記入も忘れずにしてください。 

  ②リレーのオーダー用紙は，所定の用紙に記入し，リゾリューションデスクに提出してください。不足

分はリゾリューションデスクで発行します。 

  ③リレーオーダー用紙の提出後の変更は認められません。やむを得ない事情が生じた場合にはリゾリュ

ーションデスクにその旨を申し出てください。 

④リレーオーダー用紙の提出〆切時間はリレー種目開始時刻の１時間前までとします。 


