
2022 年度 第 36 回 広島県年齢別室内夏季水泳競技大会 
（兼 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季大会広島県予選会） 

 
２次要項 

 
1. 別紙「選手および引率者に守っていただきたいこと」を熟読し、順守してください。 
2. 競技について 

(1)本大会は 2022 年度（公財）日本水泳連盟競技規則に則って行います。 
(2)競技はプログラムに示すスケジュール通り行います。 
(3)競技開始時刻は 10:00 です。 
(4)棄権のある場合は、棄権届を 9:45 までに提出してください。 
(5)完泳後は速やかに自レーンから退水してください。 
(6)水着および身体へのテーピングは禁止します。ただし、治療目的の場合は審判⾧の許可を得ること。 

3. 招集について 
(1)招集前に自身が出場する組とレーンを必ず確認しておいてください。 
(2)「招集開始時間」の通り、プールのロビーにて第 1 招集を行います。選手は「招集開始時間」まで控え場所で

待機することとし、早くから招集所へ移動することは控えてください。 
(3)招集誘導員の指示があるまでは、マスクを外さないでください。 
(4)選手は脱衣した衣類を入れる袋を必ず準備してきてください。 
(5)更衣室での会話は控えてください。 
(6)更衣室での密を避けるため、競技の進行に合わせて更衣の案内をします。案内のあった選手以外は更衣室への

入室はできません。また、更衣が終わった選手は速やかに退出してください。 
4.  表彰について 

 表彰式は行いません。メダルは、後日一括して郵送することとします。 
5. 入退館について 

(1) プールへの入場は、混雑緩和のため時間差で行いますので、各チーム指定した時間にお願いします。 
アップ時のパドル・フィン・チューブなどの使用は禁止とします。 

アップ時間 

グループ 更衣 ウオームアップ割り当て時間 更衣 

Ａグループ 7:15～7:30 7:30～8:00 8:00～8:15 

Ｂグループ 7:45～8:00 8:00～8:30 8:30～8:45 

Ｃグループ 8:15～8:30 8:30～9:00 9:00～9:15 

Ｄグループ 8:45～9:00 9:00～9:30 9:30～9:45 

グループ 

Ａグループ 
(121 名) 

Ｂグループ 
(119 名) 

Ｃグループ 
(120 名) 

Ｄグループ 
(119 名) 

E グループ 
（108 名） 

府中 SC 
福山 SS 
蔵王 SS 
ﾙﾈ・多治米 
 

JSS 広島 
KSG 可部 
JSS 大州 
JSS 廿日市 
ﾌｼﾞﾀ DC 

呉市水連   ﾋﾞｯｸﾞﾗﾝ SS 
ﾙﾈ・東広島   ﾌｨｯﾀﾅﾀﾘｰ 
ﾀﾞｲｸﾚ SC     宇品水教 
ｳｨﾝｸﾞ倉橋    tekisui 
三原 SS    ｱｷﾀｶﾀ SC 

SA 広島   ﾌｨｯﾀ高陽 
三次 SC   黒瀬 SC 
三原市水連  ﾙﾈ・緑井 
ｻﾝ府中 SS   ⾧束 SS 
ｾﾝﾄﾗﾙ広島   ｾﾝﾄﾗﾙ福山 

KGS ﾐﾄﾞﾘ 
ﾌﾟﾘｵｰﾙ 
ﾋﾞｰﾄ広島 

(2) プールおよび選手控え場所（体育館）へ入場の際には、ＡＤカードが必要です。ＡＤカードは大会が終わる
まで常に携行してください。なお、ＡＤカードはチーム受付（入場指定時間の１０分前）の際に「チーム体
調管理報告用紙」と引き換えにお渡しします。コーチ用ＡＤカードは、参加人数に応じて割り当てます。 



無観客で行いますので、プール・控え場所への保護者の入場はできません。今回から AD カード（名刺サイ
ズ）用のストラップは配布しませんので、各自で用意するようお願いします。 

(3)入場を待つ間はマスクを着用し、密集しないよう対人距離を保ってください。 
(4)入場の際は、体温を測定し、設置した消毒液で手指消毒をしてください。 
(5)不要な入退館は控えてください。やむを得ず途中退館し再入場する場合は、入り口での手指消毒を忘れないよ

うにしてください。 
(6)密集回避の観点から、競技が終了した選手はチーム事情の許す限り速やかに退館してください。 
(7)天候等の状況により、開場時刻および入場方法を変更する場合があります。 

6. 控え場所について 
本年度は体育館が改修工事のため使用できません。各控え場所が狭く申し訳ありませんが、譲り合って使用し
て頂くようお願いします。体育館 1 階のロビーは自由に使ってもいいですが、邪魔になるような使い方はしな
いでください。 

1F 控室 1 
49 名 

1F 会議室 
49 名 

1F 文化活動室 
149 名 

2F 視聴覚室 
95 名 

2F 研修室 
137 名 

2F ロビー 
108 名 

ﾌｼﾞﾀ DC 
黒瀬 SC 
三原市水連 
SA 広島 
ｱｷﾀｶﾀ SC 
Tekisui 

⾧束 SS 
ﾋﾞｯｸﾞﾗﾝ SS 
ｾﾝﾄﾗﾙ広島 
ｾﾝﾄﾗﾙ福山 

JSS 広島 
JSS 大州 
JSS 廿日市 
ﾙﾈ・多治米 
ﾙﾈ・東広島 
ﾙﾈ・緑井 
ﾌｨｯﾀ高陽 
ﾌｨｯﾀﾅﾀﾘｰ 

呉市水連 
ﾀﾞｲｸﾚ SC 
ｳｨﾝｸﾞ倉橋 
宇品水教 
三原 SS 
三次 SC 

府中 SC 
福山 SS 
蔵王 SS 
KSG 可部 
ｻﾝ府中 SS 
 

KSG ﾐﾄﾞﾘ 
ﾌﾟﾘｵｰﾙ 
ﾋﾞｰﾄ広島 

(1)控え場所は指定された区域とし、不要な区域間の行き来は控えてください。 
(2)控え場所での敷物はできるだけ共有を避け、個別のストレッチマット等をご使用ください。 
(3)控え場所では、十分な対人距離を保ってください。また、会話は必要最小限でお願いします。 
(4)床にガムテープ等は貼らないようにしてください。 

7. 監督者会議について 
監督者会議は 9:30 からトレーニングルームにて行います。 

８. その他 
 (1)参加選手全員分の「保護者同意書」を取集し、各チームで責任をもって大会終了後２週間程保管してください。 
 (2)本大会に関わる全ての方は、大会２週間前から体温等をチェックし、「体調管理記録表」と「行動履歴書」に

記入をお願いします。 
(3)ゴミは各自で必ず持ち帰ってください。 

 (4)会場内の設備や備品を破損した場合は、各チームの責任において弁償をお願いします。 
 (5)貴重品は、各チームの責任において管理してください。忘れ物は県水連で２週間保管し、その後処分します。 
 (6)競技役員会議は 9:10 からトレーニンングルーム（競技役員控室）で行います。 
 (7)開会式・閉会式は行いません。 
 (8)バスを駐車する予定のクラブは、６月２０日までにご連絡ください。 

(9)新型コロナウィルス等の影響により、やむを得ず大会を中止する場合があります。 
(10)大会開催が確定したら、６月２０日までに大会申込金を振り込んでください。 
(11) 「チーム体調管理報告用紙」「保護者同意書」「体調管理記録表」「行動履歴書」などの各種用紙は（一財）

広島県水泳連盟のＨＰ（https://swim34.org/）からダウンロードしてください。 



広島県年齢別室内夏季水泳競技大会 
 

【選手および引率者に守っていただきたいこと】 
 
1. 大会前 

(1)大会前２週間において以下のいずれかの事項に該当する場合は、出場を見合わせてください。 
  ①発熱（37.5℃以上）を認める。 
  ②せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。 
  ③だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 
  ④嗅覚や味覚に異常がある。 
  ⑤新型コロナウィルス感染者との濃厚接触がある。 
  ⑥同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 
  ⑦大会前 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。 
 (2)選手は大会参加同意書（保護者の署名・押印が必要）を提出してください。なお、提出された同意書に

ついては、各チームにおいて大会終了後 14 日間は大切に保管してください。 
 (3)チーム引率者は、参加選手の健康状態を把握し、チーム体調管理報告書を作成し、受付に提出してくだ

さい。 
 (4) 出場選手ならび帯同スタッフは大会２週間前から体温をチェックし、体調管理記録表および行動履歴書

に記入をお願いします。 
 
2. 大会当日 
 (1)入館から退館までのすべての場面で、十分な対人距離を保ってください。 
 (2)会場内では入水時を除き、常にマスクを着用してください。 
 (3)マスクを外した時はポケットまたは専用ケース等に収納する。マスクを外している間は会話を控え、咳

やくしゃみが出る場合は口を肘（ひじ）・タオル・衣類等で覆うなど咳エチケットを徹底してください。 
(4)更衣室は更衣のみの使用とし、ロッカーへの荷物収納はしないでください。 

 (5)更衣室での無用な会話はしないでください。 
 (6)衣類等を入れる袋を持参し、自己の荷物は袋に入れて管理してください。なお、持参する袋はリュック

サックやナップサック、ビニール袋等のような種類でも構いませんが、競技規則に定める商業ロゴマーク
等の取扱い規定に違反しないよう注意してください。荷物のトラブルを避けるため各チームおよび所有者
が特定できるような工夫をお願いします。 

 (7)更衣を終えた選手は、速やかに更衣室を退室してください。 
 (8)控え場所は指定する区域としゴミは必ず持ち帰ってください。また床にガムテープ等は貼らないように

してください。不要な区域間の行き来は控えてください。 
 
3. 大会後 

大会終了後３日以内に「新型コロナウィルス感染症」を発症、またはその疑いが生じた場合は、速やかに広
島県水泳連盟に連絡してください。 

（一財）広島県水泳連盟 
〒733-0003 広島市西区三篠町 1 丁目 8 番５号 
TEL 082-836-5400  FAX 082-836-5405 




