
第４４回東海中学校総合体育大会水泳競技大会  

 ２次要項 【改訂版】 

１．期  日  令和４年 ８月９日（火）  

（公式練習 ８月８日（月）13:00～17:00） 

２．会 場  浜松市総合水泳場 ToBiO 

 
３．日程 

 
８月８日（月）～公式練習～ 

三重・岐阜 13:00～15:00   
愛知・静岡 15:00～17:00   
（30分前より入場可） 
 
退館完了  17:20 

 

 
８月９日（火）～東海大会当日～ 

会場準備  6:30 
開場    7:20 
ウォーミングアップ   17:40～9:00 

（公式スタート 8:30～9:00） 
学校受付  7:30～14:00 
保護者入場 8:50～  
開始式   9:10  
競技開始  9:30  

   競技 
閉会宣言 16:30頃  

 
 

４．新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

・入場者名簿の作成，入場時の健康観察の実施，入場者の制限をする。 

・選手の控場所は学校ごとに指定し，間隔をとって座る。 等 

・入場者はマスクを持参し，泳ぐとき以外は極力マスクを着用する。 

・大きな声での会話や声援をしない。 

・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。 

・飲食は指定された場所で行い，周囲との距離をとるとともに対面を避け，黙食を

心がける。 

・会場内だけでなく，会場の外や行き帰り中の行動にも気を配り，参加者全体で感

染拡大防止の意識を高めていく。 

※競技時間に合わせての来場，競技終了後の速やかな帰宅など可能な限り短時間の

滞在に心掛けてください。 

 

※以下の事項にあてはまる場合には自主的に参加を見合わせてください。 

① 体調がよくない（例：発熱，咳，咽頭痛などの症状がある）場合 

② 新型コロナウイルス感染症陽性と判定されたものと濃厚接触がある場合 

③ 同居の家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

④ 過去１週間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

域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触があった場合 

 

※大会終了後，１週間以内に新型コロナウイルスに感染した場合，各県の専門委員長

まで速やかに濃厚接触者の有無等について報告をお願いします。 

 

 

 

 



５．大会会場への入場について 

本大会では会場への入場は大会関係者のみとする。 

大会関係者とは以下に示すものもこと 

A 登録選手 

B 監督，引率者，コーチ（参加申込書に氏名が記載されていること） 

C 大会運営関係者（大会役員，競技役員，会場運営関係者等） 

D 大会運営部員（補助役員としての生徒等） 

E 地域スポーツクラブのコーチ等 

F 保護者 

G 報道関係者他 

H 学校教職員 

 

入場時の提出物 

参加確認書（健康チェック）・・・●各学校で回収し，１ヶ月間保管する。 

参加確認書（健康チェック）・・・○大会本部で回収し，１ヶ月間保管する。 

入場者体調管理一覧・・・参加確認書をもとに引率者が作成をし，入場時に提出する。 

・その日の入場者全員（参加選手，引率，保護者）が記載され

ていること。 

・学校教職員については入場時に参加確認書の提出と健康チ

ェックを行う。はじめから分かっているようであれば一覧に

記載をしておく。 

 A B C D E F G H 

参加確認書 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

入場者体調管理一覧 
一覧記載 ○ 本部作成 本部作成 本部作成 一覧記載 本部作成 

一覧記載 

本部作成 

●各学校で回収し，１ヶ月間保管する。 

○大会本部で回収し，１ヶ月間保管する。 

 

●AD コントロールを実施します。 

AD カードにより往来できる範囲が異なります。 

退館時には返却をしてください。再入場の際は名簿と照合の上，再度お渡しします。 

AD カードを他人に譲渡することのないようにお願いします。 

保護者の方のＡＤカードはありません。 

・各学校の引率の先生 

学校受付で AD を配布します。 

AD カードの中に学校で使ってい名札等を入れいただけるとありがたいです。 

・各学校教職員 

応援に来られた学校教職員は２階入り口から入場ください。 

受付にて参加確認の記入と健康チェック後，AD カードをお渡しします。 

密の回避のため各校１人までにしていただけるとありがたいです。 

・地域スポーツクラブのコーチ等 

大会当日に入場を希望する場合，事前に各県の委員長に報告を済ませておくこと。 

報告のない方の入場や急な変更の場合，入場できません。 

２階入り口から入場し，受付を通過してください。AD カードをお渡しします。 

朝のウォーミングアップ中はプールサイドにてコーチングができます。 

競技中は観覧席にて観戦，アドバイスをお願いします。 



６．駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・警備員の指示に従ってください。 

・入場は北側からの左折進入。退場は南側に向かい左折。 

・正面駐車場への進入は，タクシー利用の場合のみ。 

・自家用車による選手の送迎，バスの乗降は南駐車場で行う。 

・競技役員であっても学校関係者については，南駐車場の利用をお願いします。 

※水泳場正面の駐車場スペースで大会関係者は駐車しないよう，お願いします。 

※危険防止のため路上での乗降はしない。 

 

７．入場 

・外階段を上り，２階入口より入場してください。 

・選手と引率者が一緒に入場してください。 

・入場時に入場者体調管理一覧を提出し，人数の

確認，健康状態のチェックを行います。 

・入場者体調管理一覧には，その日入場する所属の

選手，引率者，保護者，応援の教員の全てを記入してください。 

・再入場が可能ですが，出入りの際にその都度，入場者体調管理一覧で本人確認をし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役
員
駐
車
場 

 

役員駐車場 

 

南駐車場（引率教員・保護者・バス） 

競技役員入口 タクシー 

降車のみ 

大会関係者は利用できません 

選手・引率者等 



８．学校受付 

・２階入口，ホワイエに設定します。 

・参加校の引率者が受付を行うこと。 

・7:30 ～ 14:00 で学校受付が可能です。選手のウォーミングアップや競技の時間

に合わせて受付をすることもできますが，選手や保護者の入場時には受付が終わって

いるようにしてください。 

・提出物：各学校・・・入場者体調管理一覧 

（当日入場する選手・引率者・保護者を記入） 

・配布物：プログラム，リレーオーダー用紙，棄権用紙 

 

９．控場所 

・控場所を各県ごとに指定します。 

県内の配置については各県の指示に従

ってください。 

・３席を２名で利用いただける程度の配置

になっています。 

・控場所ではできる範囲で間隔をとって座

るように心掛ける。 

・競技に合わせて午後から来場する学校も

あるかと思います。譲り合って利用する

ようお願いします。 

・本大会では，新型コロナ感染拡大防止を

考え，配置をしました。競技が見えにくい部分もありますが，ご容赦ください。 

・北側スタンドでは大きな荷物はこちらの通路にお願いします。このスペースで毛布

やシートをひき待機することはご遠慮ください。 

 
<ストレッチスペース> 

・ホワイエにストレッチスペースを用意しました。ご活用ください。 

・ここでは，毛布等の使用を認めるが，それらを用いての場所取りは禁止する。 

・毛布１枚に選手１名となるようにする。間隔を十分にあけて利用すること。 

・選手間の接触や会話は，極力控える。 

・ストレッチ以外の目的でのこのスペースの使用は認めない。 

・ルールを守れない選手については，使用を認めない。 

 

10．更衣 

・男女更衣室を利用できます。（更衣のみ） 

・女子更衣室として審判委員室が利用可能です。 

・更衣室に荷物を置いたままにしない。プールサイドの赤台の受けに置くなど。目に

見えるところに置くようにしてください。 

●更衣室での密を避けるため，朝は水着を着用して集合することをおすすめします。 

大きな荷物はこち

らにチームごとま

とめてきれいにな

らべておくとよい

です。 

こちらは選手が

行き来する通路

です。荷物は置

かないようにし

てください。 



11．ウォーミングアップ 

・利用できるレーンは男女別とする。 

（初期設定 女：０～3，ダッシュレーン：４（はじめは男女共用），男：５～９） 

・ダッシュレーンはターンサイドからスタートサイドへの一方通行とする。 

・公式スタート練習（8:30 ～ 9:00）  

・ダッシュレーンの設定は，状況により変えていく。この場合，通告で指示を出す。 

内側から設置していく。一番外側のレーンは常時ダッシュレーンとはしない。 

・競技中はダイビングプールをアップやダウンの場として利用可。 

・朝の時間帯のみ 7:30～8:50 は，サブプール(25m)も利用可能です。 

 

12．会場使用について 

●役員以外は，スタンドでは履物をはく，プールではサイドははだし。 

・スタンドでは，大きな声での会話，声援を禁止とする。また，鳴り物（メガホン・ペ

ットボトル等）の使用は禁止。ただし，声援の代わりに拍手は可とする。 

・飲食は控え場所で行い，間隔をとって座り，対面を避け，黙食を心がける。 

・招集席，プールサイド等での飲食はしない。 

・大会中，選手は携帯電話，スマートフォン，タブレット，ゲーム機等の使用や学校

生活で不要物となるようなものの持ち込みは禁止とする。各学校の引率者は各学校

生活でのルールやマナーの指導を徹底する。 

 

13．保護者の入場 

・登録選手１名につき，１名の入場者とする。 

・保護者の方の入場は 8:50 からとします。 

・入場時に参加確認書【保護者用】を提出してください。 

・入場口で学校から提出された入場者体調管理一覧にある名簿との照合と健康チェッ

クを実施します。 

・大会当日，学校受付に提出する入場者体調管理一覧に，その日入場する保護者の氏

名を記入するようにしてください。（兄弟姉妹等小さなお子さんをだいてという方も

あるかもしれませんが，名簿に名前のある方のみの入場でお願いします。） 

※名簿に名前の記載がない方の入場はお断りします。急遽の変更も対応しかねます。

ご了承ください。 

・再入場をする場合，受付でその都度名簿と照合したうえで入場することができます。 

・感染リスクを考え，密の回避，短時間の滞在にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染が急拡大しています。今後の動向によっては無観客

での競技会となる場合があります。ご承知おきください。 

 

14．式典関係 

開始式：開会宣言，優勝杯返還，連絡事項 

表彰式：実施しない。賞状は受付まで各校の引率者が取りに来る。 

閉 会：閉会宣言，連絡事項 

 

 

 

 

 

 



15．競技 

・タイムスケジュールに沿って実施します。 

・招集は予選：プールサイド北側。 

（招集所での密を避けるため，各種目の招集開始は通告で案内をします。） 

・選手紹介 コースについた状態で選手紹介を実施します。 

・個人種目：横退水後，次競技のスタート。背泳ぎについても横退水とし，退水が完

了してから次競技をスタートする。 

リレー種目：全て自レーンからの退水とする。 

・50m 自由形の後，休憩をとります。この時間帯にメインプールを開放します。 

 

16．台風等の対応 

・中体連の規約に沿って大会を進める。 

・台風等の接近が予想される場合，競技時間を変更する場合がある。 

 

17．ビデオ・カメラ等の撮影について 

・ビデオ，カメラ，携帯電話，スマートフォン，タブレット等による撮影は，許可制と

する。許可証として 200 円のワッペンを受付にて購入する。 

・機器を生徒に扱わせて撮影することは厳禁します。 

・撮影許可証の購入について記入用紙（ホームページからダウンロード）を事前に配布

しておく。 

・フラッシュを利用しての撮影や，スタート時の話声があると競技に支障がでます。ご

協力をお願いします。 

 

18．その他 

・プログラムは１部 1,500 円，撮影許可証は 200 円で，２階の受付にて販売する。 

・9:00 より販売を開始する予定。 

・本大会での YouTube 配信は実施しません。 

 

 
○大会に関する連絡事項については静岡県中学校体育連盟水泳専門部のホームペ

ージで確認することができます。 
http://shizuoka-chutairenswim.com/ 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス対策に十分配慮し，安全安心を心掛けた大会運営を行っていきたいと

思います。ご不便とご負担をおかけしますが，ご理解，ご協力の程，よろしくお願いいた

します。 

 


