
第７５回 愛知県中学校総合体育大会水泳競技大会 ＜諸連絡＞

本大会は「競技会再開に向けた感染予防ガイドライン」にもとづき開催します。よくお読みいただき、

皆様のご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。

１ 期 日 令和３年 ７月 ２８日（水）・２９日（木）

２ 会 場 日本ガイシアリーナ（５０ｍ×１０レーン）

駐車場は、ガイシホールの駐車場は、７：００開場。プール側の駐車場は、７：４０開場。できる限

り、公共交通機関を使用していただくといいかと思います。周辺道路への路上駐車をしないでください。

時 間 備 考

競技役員 ７：４５/１階出入り口 場内指令は７：３０集合・打ち合わせ

開場時間 Ａ班８：００ Ａ班 名古屋（１階事務所前入り口）・
登録選手・監督

（入り口は 東尾張・西尾張（サブプール側入り口）
右記の通り）

Ｂ班８：５０ Ｂ班 西三河・東三河（２階入り口）

Ａ班 ８：２０～８：５０ １～ ５レーン 男子
ウォーミング メインプール Ｂ班 ９：１０～９：４０ ６～１０レーン 女子 周回式

（１・２・９・１０レーン バックストロークレッジ設置）

アップ・
ダウン サブプール Ａ班 ８：２０～８：５０ 飛び込み厳禁・全レーン 周回式

Ｂ班 ９：１０～９：４０
１～４レーン 男子

９：４０～競技終了後３０分につ
いては、Ａ・Ｂ班共通 ５～８レーン 女子

学 校 受 付 Ａ班 ８：００～１０：００ 競技開始後の入場は、１階事務所前入り
Ｂ班 ８：５０～１０：００ 口に限定します。

リレーオーダー 予選競技 ９：３０提出締め切り厳守 愛知県中小体連のホームページよりプ
リントアウトをし、あらかじめ記入して

提出時間 決勝競技 １３：００提出締め切り厳守 おいてください。（当日も配布します。）
提出は大会本部へ

競技役員準備打ち合わせ会 ７：５０ プールサイド前

競技役員受付 ８：００～８：３０ 選手控室前（10レーン側）

主任打ち合わせ ９：００ 大会本部室

競技役員打ち合わせ ９：１５ 各部署にて

競技開始 28 １０：００ 29 １０：００
（水） （木）

競技終了（予定） １７：００ １７：００

競技役員打ち合わせ 行いません 片付け終了後 プールサイドにて

飛込競技 28日（水）11:00～ ダイビングプールにて



３ アップ・ダウンに関する注意事項（競技開始前・競技中）】※別紙導線図参照

・本競技会では、競技開始前のアップが、各班３０分となっています。選手の密集を防ぐことも考慮し、

公式スタート練習は行わず、ダッシュレーンの設定もありません。予めご承知おきください。

・アップ時にメインプールの１・２レーン、９・１０レーンにバックストロークレッジを設置します。

・更衣室内に荷物を置くこと、ロッカーを使用することは禁止とします。荷物は、記名した袋に入れてプ

ールサイドに置いて下さい。靴やサンダルを直置きすることは厳禁とします。

・更衣室内では、マスクの着用有無に関わらず会話を禁止とします。更衣が済んだ選手は、直ちに退出し

てください。

・使用できるアイテムは、ビート板のみとします。

・アップ・ダウンが終了した選手から、順次速やかに控えへ戻って下さい。 控えへ戻る際は、電光表示板

の下を通過し、1 レーン側ターンサイドの出口から退場して下さい。

・プールサイドは、時計回りの一方通行となります。

・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。

・ダイビングプールは両日使用できません。

（Ｂ班の注意点）通告からアップへの移動開始を案内しますので、入場後は控えで待機して下さい。

４ 入場について 「様式２のみでＯＫです」

選手入場時に、各校「学校同行者体調記録表」（様式２）の提出が必要となります。時差で入場する選手が

いる場合は、個別に用紙を提出するよう各校でご指導ください。用紙の不備などがある場合、入場できない

可能性があります。地区ごとに入り口を割り振ります。入り口で担当者が学校名を呼びますので、監督の先

生が、上記様式１から様式３の書類（中体連ＨＰに添付書類あり）を受付で提出してください。入場できる

のは、各校監督１名と出場登録選手のみです。保護者の方、応援の生徒は入場できません。

入場開始時刻

Ａ班８：００ 名古屋（１階事務所前入り口）・東尾張・西尾張（サブプール側入り口）

Ｂ班８：５０ 西三河・東三河（２階入り口）

※ 競技開始後は、１階事務所前入り口に入り口を統一します。

※ 入場後、間隔を１席分開けて座ってください。

※ 座席は下記のように地区割りがしてあります。

※ 入り口横のベランダ上の部分を立ち入り禁止にします。

５ 選手控えについて

・選手控え場所は次ページ参照。但し、声を出しての応援は一切禁止ですので注意してください。

・貴重品の管理は、各校の責任において行ってください。

・観覧席では、飲食禁止となります。飲食の際は、観覧席下の通路を使用できますが、食後はすぐに指定

控えエリアへ戻ってください。また観覧席下通路はストレッチなど一時的な使用は認めますが、荷物を

常置しての場所取りなどは禁止です。

・プールサイドおよび更衣室は、土足禁止（専用サンダル等は可）

・観覧席から招集場所への階段がせまいため、走ったり、跳んだりしないこと。また、フロアーが滑り

やすいので転倒しないように要注意。

※ 二日間とも空調を入れる予定です。



６ 招集へ向かう際の注意事項 ※別紙導線図参照

・更衣室等の混雑回避のため、招集開始の案内を通告にて行います。通告があってから、控えからの移動

を開始してください。時間には十分余裕を持って通告しますので、慌てずに行動してください。

※所属校での指導徹底をお願いします。

・プール（1階）へ降りることができるのは、10レーン側観客席下中央階段となります。

・１階へ降りた後の導線については、別紙導線図に記載していますのでご確認ください。

７ リレーオーダー用紙配布・受付場所……大会本部

当日も配布しますが、愛知県中小体連のホームページよりプリントアウトをし、あらかじめ記入して

おいていただけるとありがたいです。また、決勝競技出場が決まり次第できるだけ早めに記入して提出

してください。28日（水）については、メドレーリレー、29日（木）については、フリーリレーの受付

を開門時から行います。出場校は、大会本部に提出をしてください。

８ 招集場所 １階貸し靴カウンター前 （棄権の届けも招集で受け付ける）

※ 水着のFINAマークのチェックを行う。

※ 水着のFINAマークが読み取れないときは申請書を提出する。申請書は招集場所で受け取る。

マーク・申請書の無い者は記録が公認されない。

９ 競技について

・本大会は、全種目ダイビングプール側からのスタートとします。

・本大会は、2021年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則にのっとり実施します。

・スタートの合図は「Take Your Marks（テイク・ユア・マーク）」とします。

・ 本大会は、背泳ぎにおいて、バックストロークレッジを使用します。なお、バックストロークレッジ

の調整は、選手本人が行うものとします。バックストロークレッジを使用しない選手は、その旨を自レ

ーンの折返監察員に伝えてください。この場合は、折返監察員がバックストロークレッジを撤去します。

・ バックストロークレッジを使用する場合は、スタート時に、両足のつま先がタッチ板に接していなけ

ればいけません。

・ゴールタッチの際は、タッチ板の有効面に、確実にタッチしてください。

・次レーススタート後（決勝は競技成立後）、折返監察員の指示に従い、1～5レーンの選手は1レーン側へ、



6～10レーンの選手は10レーン側に移動し退水（リレー競技は自レーン退水）してください。退水後の導

線は、別紙導線図にて確認してください。

・リレーオーダーは予選競技については、９時30分までに、決勝競技については13時00分までに大会本部

に提出してください。一度提出されたリレーオーダーは変更できません。（競技規則第10条13）

・予選は全てタイムレースとし、各組問わずタイムの上位者から１０名選出し、決勝に進出することがで

きます。１１位・１２位は補欠です。補欠の選手も決勝の招集に参加してください。結果は、各種目予

選競技終了後に電光掲示板に表示します。

ただし、同タイムの場合は本部席にて抽選をおこない決定します。男子1500ｍ自由形、女子800ｍ自由

形、男女400m個人メドレーはタイムレース決勝とします。

・本大会は表彰を行いません。１位から８位までに入賞した選手は、２階入り口付近で係員より賞状等を

受け取ってください。また、総合表彰も行いません。２日目の予選競技終了後に総合順位の途中経過を

電光掲示板に表示します。

・全国大会標準記録突破者は、予選・決勝にかかわらずアナウンスをします。

・決勝競技結果を、種目別総合順位10位まで電光掲示板に表示します。速報掲示は行わないので、以下の

公式サイトにて確認してください。

・スイムレコードモバイル「超速報サービス」（有料）（https://sp.j-swim.jp/）

・有限会社東洋電子システムホームページ(http://tdsystem.co.jp/)

・日本水泳連盟公認モバイルサイト「スイムレコードモバイル」（http://j-swim.jp/）

（全国大会・東海大会への参加について）

・全中水泳大会参加資格……県大会において当該種目で標準記録を突破した者・チーム（予選・決勝の

いずれでも可）のみ。（リレー第１泳者不可）

※申込みは第６１回全国中学校水泳競技大会のホームページより、申込書類・申込みデータを作成する。

・東海水泳大会参加資格……県大会決勝で個人４位までの選手。リレー種目６位までのチーム。

個人種目は１人１種目。ただし、辞退があれば、順次繰り上げ出場を認める。

繰り上げ出場については、２９日（木）１７：３０までに連絡をする。

県大会当日、決勝競技に出場する選手・学校は、決勝競技終了時に渡すカードを決勝競技終了２時間以

内に必ず２Ｆ入り口前にある「全国中学・東海大会出場受付」まで提出し，東海大会への参加の有無に

ついて連絡する。

全国大会・東海大会の申し込みは、ともに７月３０日（金）午後１時30分～午後２時30分、愛知県教育会館にて

行います。詳しくは県大会当日に配布するプリント参照。

【本大会における新型コロナウィルス感染予防策】

・大会前２週間において以下の事項に該当する場合は、競技会参加を見合わせること。

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 体が重たく感じる、疲れやすい等の症状

⑥ 新型コロナウィ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

・本競技会は、無観客開催とします。出場登録選手・引率教員１名・競技役員および関係者以外は、入場

できません。

・新型コロナウィルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を推奨します。

・必ずマスクを持参、着用すること。マスクを忘れた場合は、各校にて対応する。レースに出場する

選手は招集所までマスクを着用することを原則とします。



・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。

・他の参加者との社会的距離を確保してください。（障がい者の誘導や介助をおこなう場合を除きます。）

・競技会中に大きな声で会話をしないでください。また、声を出しての応援を禁止とする。

・競技会終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、所属チームを通じて主催者に

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。

・チームミーティング等を自粛するなど『３つの密』を回避するよう心掛けてください。

・感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示にご協力ください。

【競技役員へのご案内】 ２次要項を熟読して参加してください

・8:30受付締切となります。所定の競技役員健康観察表（ＨＰ掲載）の提出が必要となりますので

ご協力お願いします。

・控え場所は、指定された場所でお願いします。

飲食の際、マスクを外した状態では会話をしないでください。

会議室…審判長団、出発合図員、泳法審判員、機械操作記録員、通告員・音響員、賞典員、招集員、

救護

軽運動室…折返監察員 ２階旧喫茶コーナー…場内指令 サブプール本部室…救護

但し、貴重品の管理は各部署、各自で責任をもって行ってください。

・食事・飲み物は各自ご持参ください。

・競技終了後の片付け・終礼には、全競技役員のご協力をお願いします。

・各部署の主任の先生方は、必要であれば各自で拡声器をご持参ください。

・ライフガードの方は、水着・キャップ・ゴーグル・ハーフパンツ・サンダル（室内用）をご持参ください。

ビブスは貸与します。

・競技役員係別打合せについては、「密」回避のために、以下の場所にて各部署単位にて行います。

審判長団：本部室 出発合図員：出発台周辺 泳法審判員：会議室1.2

折返監察員：軽運動場 機械操作記録員：操作室 招集員：10レーン側プールサイド

通告員・音響員：通告席周辺 賞典員：本部室 場内指令：大会本部前エントランス

救護：サブブール本部室 総務：大会本部

・入場指導、大会準備について

各支部運動部員 「更衣室のロッカー使用禁止」掲示

入場指導 各支部運動部員で責任をもって各支部選手の消毒及び健康監察カードの回収

準備 審判長団：スケジュール確認

出発合図員：出発台回り 泳法審判員・折返監察員：赤台、タッチ板

機械操作記録員：機器設置 招集員：招集場所回り

通告員・音響員：通告席 場内指令：消毒関係 その他 適宜

音響員：機器全般 その他 適宜

※台風や地震などで県大会ができなくなる可能性がある場合は、愛知県中小学校体育連盟のホームページに

今後の扱いについて連絡するので、それを参照してください。


