
第７７回  国民体育大会水泳競技県予選会 

兼２０２２年度 広島県選手権水泳競技大会（二次要項） 

 
 大会コード  ３４２２７９５ 

 

１．主   催 （一財）広島県水泳連盟   （公財）広島県スポーツ協会 

２．後   援  広島県  広島市  広島市教育委員会  (公財)広島市スポーツ協会 

３．主   管  広島市水泳連盟 （一財）広島県水泳連盟競技運営委員会    

４．期   日  ２０２２（令和４）年７月１６日（土） 競技開始 １０：１５ 

１７日（日） 競技開始 １０：００ 

５．会  場  ひろしんビッグウエーブ（広島市総合屋内プール） 

広島市東区牛田新町1-8-3  TEL082-222-1860 

６．競技方法 (１）男女とも個人種目競技とします。 

（２）予選はタイムレース、決勝はすべて１０名とします。 

（３）８００ｍ１５００ｍ自由形は、タイム決勝で行います。 

（４）無観客で行います。 

７．開  場 新型コロナウイルス感染予防の観点から、入場ならび練習時の密集回避のため開場

時間とメインプールでの練習時間をグループに区切り行います。 

入場ならび公式練習はグループごとに時間を区切って行います。 

 グループ 
スタ

ンド 
開門・入場 公式練習割り当て時間 公式スタート 

Ａグループ 北  ７：１５ ７：３０～ ８：１５ ７：５５～ ８：１０ 

Ｂグループ 北・南 ８：００ ８：１５～ ９：００ ８：４０～ ８：５５ 

Ｃグループ 南 ８：４５ ９：００～ ９：４５ ９：２５～ ９：４０ 

 ※開場５分前にチーム代表者への大会に関する説明を行います。体調管理報告用紙を持ってお集

まりください。体調管理表と引き換えにADカードをお渡しします。 

※公式スタート練習は５レーンから９レーンを使用します。 

  

＊グループ表 〔Aグループ １１チーム〕〔Bグループ １３チーム〕〔Cグループ ３９チーム〕 

Aグループ 223名(115・108) B グループ 219 名(119・100) C グループ 211 名(113・98) 
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８．入場について 

 出場選手ならびチームスタッフには大会初日ADカードを配布します。チームスタッフは各チーム

３名までとします。選手控えのスペースをグループごとに区切ります。割り当ての範囲内で他者

との十分な距離を保ちながら使用してください。 

 

９．競技について   
 (１)本大会は２０２２年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則に則って行います。 

 (２)予選競技はオーバー・ザ・トップ方式を採用します。泳ぎ終えた選手は、背泳ぎを除き背を壁に

付けて静止し、指示があるまでは動かないでください。 

 (３)予選競技ではレース紹介のみを行い選手紹介は行いません。決勝競技は入場ゲート前で行います。 

 (４)棄権のある場合は棄権届を９時３０分までに招集所へ提出してください。 

 (５)800m自由形の 400m・1500m自由形の 500m、1000ｍのコールは行わず、ボードにより掲示します。 

 (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

ととします。 

招集について 

 (１)招集前に自身が出場する組とレーンを確認してください。 

 (２)招集は開始１０分前からとします。早くからの招集所への移動は控えてください。 

 (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)50m 種目に出場する選手はマスクを入れるケースあるいは袋等を持参してください。ケース・袋

等には取違がおこらないよう所属名と名前を書いておいてください。 

 (５)移動の際は、衣類などの荷物を更衣室に放置せず、各自袋等に入れて携行してください。使用す

る袋については商標・ロゴマーク規定に留意してください。５０ｍ種目はプールサイド更衣室前

に荷物置き場を設置します。荷物等の取り間違いが無いよう注意してください。 

 (６)50m 自由形の招集は電光表示ならびに通告で指示します。指示があるまでは移動しないでくださ

い。 

表彰について 

 (１)種目別の表彰は行いません。 

 (２)３位までに入賞した選手はメダルを授与します。全競技終了後所属ごとに一括してお渡しします。入賞者の

いるチームは競技役員控室まで受け取りに来てください。 

 (３)最優秀、優秀選手には特別表彰として佐竹杯、瓦家杯、徳田杯が授与されます。 

  会場使用について 

（１） 各チーム設定されたエリア内で距離を保って使用するとともに、会話は必要最小限にしてください。密を

回避するため、敷物を敷いての控えとして、観客席最上部通路ならび２Fエントランスの使用を認めます。

ただし、いずれもグループ毎に割り当てられた範囲内で譲り合って使用し、蜜の回避にご協力ください。 

また、最上部通路とエントランスの 2か所取りはおやめください。 

（２）プールでの練習時においても、各レーン内で待機する場合やスタート練習で並ぶ場合は距離を保ち、大

きな声での指示は控えてください。 

(３)ＡＤカードを持っている選手・関係者ならび競技役員以外は入場できません。 

   ※ＡＤカードの配布は原則として以下のとおりとし、チーム体調管理報告用紙の提出時にお渡しします。AD

カードは回収いたします。各チームの代表は退館時にチームでまとめて受付にご返却ください。 

(１日目のみ出場選手のカードは１日目に返却願います。) 

・選手全員 

・参加チームのチームスタッフ（最大３名まで） 

(４) 密集を回避することを目的に従来の更衣室に加え更衣室前の役員控室ならび招集室も更衣室とし、次

のように区分いたします。ただし、荷物は放置せず、密閉できる袋に入れて必ず持ち歩き、脱衣専用の更

衣室に荷物を置いて招集に移動することはしないでください。（下図 参照） 

       選手控室：女子着衣専用     常設女子更衣室：女子脱衣専用 

       選手招集室：男子着衣専用    常設男子更衣室：男子脱衣専用 

        トイレに注意をしてください。１Fに使用できるトイレはありません 

(５)北側スタンドを使用する Aグループ・Bグループの選手は北側の階段を、南側スタンドを使用する B・Cグ

ループは南側の階段を使用し更衣室に移動してください。 

(６) 食事をする場合は十分な距離をとり、対面しないようにして、食事中の会話は控えてください。 

(７) 小まめな手洗い、アルコール等による手指の消毒を行ってください。 

(８) 「競技会場においての商業ロゴマーク等についての取扱い規定」を厳守してください。 



(９) 水泳用具・飲食物・ストレッチマット等は共有をさけ、自分専用の物を用意してください。 

(10)入館を待つ間を含め、入館から退館まですべての場面で人との距離をとっての行動をお願いします。 

(11)競技が終了した選手は事情の許す限り速やかに退館し、ミーティング等は控えてください。 

(12)ゴミは各自で必ず持ち帰ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入退館について 

 (１)入場は指定した入場時刻以降とし、入場時は AD カードを着用してください。AD カードは退館するまで携

行してください。なお、AD カードは大会第１日目のチーム受付(入場指定時間の 10 分前)の際に引率者

を通じて配布します。 

 (２)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。 

 (３)入場の際は設置した消毒液で手指消毒をしてください。 

 (４)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。 

 (５)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をしてください。 

 (６)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。 

 （７）送迎や駐車場待ちの路上駐車は一般の方の迷惑となりますのでご遠慮ください。 

プールの使用について 

 (１)プール受付より内側の 1階部分および北側・南側階段は土足禁止とし、選手は素足とします。 

 (２)メインプールでのウォーミングアップは各グループに指定した時間内のみとし、９レーンをダッシュレーンとし

ます。 

 (３)利用状況に応じて変更する場合があります。必ず係りの指示に従ってください。 

 (４)パドル・コード類、シュノーケルの使用を禁止します。 

 (５)各グループとも公式練習時間終了１５分前から終了まで５レーンから９レーンを使用して公式スタート練習を

行います。なお、状況に応じて設定レーンを増設する場合があります。 

 (６)ダイビングプールをサブプールとし常時開放しますが、ダウンプールとして使用する場合は２０分程度を目

安として対人距離の確保に協力してください。 

 (７)公式練習が終了したグループは９レーン側を通って更衣室へ移動してください。〔更衣室前で次のグルー

プとの密集をさけるため〕 
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 (８)競技中は進行のさまたげになるため放送室前は通行禁止とします。 

１０．監督者会議について 

 監督者会議は行いません。 

１１．You Tubeの配信について 

 全競技 You Tubeで映像を配信します。 

(一財)広島県水泳連盟チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCYhIymVehB2Jv907ke0yg6Q?view_as=subscriber 

  

 

１２.競技会参加にあたって 入館前  

（１）本連盟ホームページの「水泳競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」を確認したうえで参加して

ください。 

（２）入館前２週間において、以下の事項に該当する場合は、入館を見合わせてください。 

・平熱を超える発熱 

・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状 

・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難） 

・臭覚や味覚の異常 

・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・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 

（３）必ず責任者が、選手ならびに来場者の健康状態を確認し、「体調管理報告用紙」に必要事項を記入し、提

出してください。 

（４）ふるさと登録選手の方は、本連盟ホームページに掲載する「ふるさと登録選手のみなさまへ」を参照し、適応

願います。帯同するスタッフの方も同様とします。 

（４）水泳用具・飲食物・ストレッチマット等は、専用の物を用意し共用はしないでください。 

（５）会場までの交通機関内では、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、会話は必要最小限に

するなど感染防止に留意してください。 

（６）マスクを着用していない方の入場は認められませんのでご注意ください。 

水泳場  

（１）入館から退館時までの全ての場面で、人との距離（できるだけ２ｍ以上）をとって行動してださい。 

（障がい者の誘導や介助を行う場合は除きます） 

（２）練習時に、各レーン内で待機する場合、スタート練習で並ぶ場合も距離の確保をお願いします。 

（３）選手控え場所・観覧席で、人との距離・座席間の距離を十分に保つてください。 

（４）チームごとに、選手控え場所・観覧席の人数制限を周知し、徹底をお願いします。 

（５）トレーナーズベッドの持ち込みはできません。 

（６）泳ぐとき以外はマスクを着用してください。（更衣室・招集所・選手控え場所・観覧席・プールサイド・トイレな

ど） 

（７）レース前にはずしたマスクは、選手イス・脱衣ボックスに直接置かず、服のポケットか袋に入れてください。 

（８）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をお願いします。 

（９）選手は、招集所での選手間の会話、レース後の選手間の会話を控えてください。 

（10）大きな声での会話や声を出しての応援は控えてください。練習時の大きな声での指示、ホイッスルの使用

もお控えください。 

（11）唾や痰を吐くことは極力行わないでください。 

（12）飲食については、指定場所以外で行わないでください。 

（13）ドリンクの回し飲みはしないでください。 

（14）飲みきれなかったドリンクを、指定場所以外には捨てないでください。 

（15）選手は、自分のレース終了後、なるべく速やかに退館するようお願いします。 

（16）ミーティング等は控えること。 

（17）競技会主催者・施設管理者が決めたその他の措置・指示をお守りください。 

退館後  

（１）退館後３日以内に「新型コロナウイルス感染症を発症した」場合は、競技会担当者に報告してください。 

https://www.youtube.com/channel/UCYhIymVehB2Jv907ke0yg6Q?view_as=subscriber

