第２８回東北高等学校新人水泳競技大会
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Ⅰ

競技上の注意

１．競技について
（１）本大会は，２０２０年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に基づいて行う。
（２）競技は８レーンで，タイムレース決勝で行う。進行はタイムスケジュール通りに行う。
（３）同着の場合には同じ順位とする。
（４）スタート前に競技用メインプールに着水することは禁止する。準備した容器の水を利用すること。
（５）背泳ぎのスタート前の入水は，必ず足から入ること。
（６）本大会は全自動審判計時装置を使用する。バックアップについては半自動装置を使用する。
（７）ゴールタッチは，タッチ板の有効面に確実に行うこと。
（８）競技成立後は，自レーンからの退水を原則とする。ただし，折返し監察員が横退水を指示した場
合は指示に従うこと。また，リレー競技の際は，タッチ板の誤作動の原因になるので２０秒以内に
退水すること。
（９）電子ホイッスルを使用する。
２．招集について
（１）招集は，出場する本人が自分の競技開始１０分前から招集所（会場図参照）で行う。競技の進行
に留意しながら時間に十分注意し，招集には遅刻しないこと。
（２）FINA のマークが見えづらい水着を着用して試合に出る場合は，招集所で水着の型番を確認するの
で，申請用紙に必要事項を記入の上，招集所に持参すること。
（３）リレー種目のオーダー用紙は，選手登録番号等必要事項を記入し，１時間前までに招集所に提出
すること。その際，リレーオーダー用紙の提出（控）を受け取ること。
（４）棄権する場合には，招集所にある所定の用紙に記入し，競技開始１時間前までに招集所に届ける
こと。
３．通告について
（１）選手はゲートから入場する。入場完了後に選手紹介を行う。
（２）途中時間(200ｍ以上の種目)・正式時間（リレーの第一泳者）はレース中に通告する。
（３）新記録及び失格者の通告はその都度行う。
（４）手動計時を採用した場合は，その記録を通告する。
４． その他
（１）声を出しての応援は慎むこと。
（２）テーピングは認めない（キズテープや絆創膏等も事前に審判長に申し出て許可を得ること）。
（３）一時的に競技力の向上を図る目的で，薬物や嗜好品を使用することを禁止する。
（４）ピアス，マニキュア，ペディキュア等をして出場することを禁止する。
（５）アマチュア規定に反する商標入り水着・ユニフォーム等の着用についての注意事項は，プログラ
ムに掲載してあるので遵守すること。
（６）記録速報は１Ｆ速報板（会場図参照）に掲示し，販売はしない。競技結果速報
サービス(https://tohokuswim.net/sokuhou/miyagi/S_select.php)によりレース
速報を提供するが,正式な結果は主催者からの情報で確認すること。

Ⅱ

開始式・表彰

１．開始式
（１）密を避けるため，短時間で行う。競技開始１０分前の９：２０から開始する。
（２）選手はプールサイドに整列しない。
（３）優勝杯返還・選手代表宣誓・競技開始宣言のみ行う。前年度優勝校にはレプリカを授与する。
【女子】高橋 実花（仙台二華高等学校） 【男子】谷藤 大斗（東北高等学校）
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２．表彰式について
（１）表彰式は行わない。
（２）個人表彰は各種目，１位から６位まで賞状を授与する。レース終了後３０分を目安に，１Ｆロビ
ー賞状受け渡し所で受け取ること。
（３）学校対抗は男子・女子それぞれ１位から６位まで賞状を授与する。１位には優勝杯（持ち回り）
を授与する。最終競技終了後２０分後を目安に，電光表示板および通告で成績を発表する。入賞校
は１Ｆロビー賞状受け渡し所まで賞状等を取りにくること。なお，受け取りにこなかった場合には，
委員長に一任する。

Ⅲ

会場使用上の注意

１．全体スケジュール
期 日

開門時間

競技開始時間

閉門時間

10 月 22 日（木）
10 月 23 日（金）
10 月 24 日（土）

12：00
7：30
7：30

公式練習 12：45～17：30
9：30
9：30

18：00
18：30
競技終了 1 時間後

２．競技用メインプールおよびアップダウンプール（練習用プール）の開放時間
期 日

開門

10 月 22 日（木）

12：00

10 月 23 日（金）

7：30

10 月 24 日（土）

7：30

Ｗ-Ｕｐ開始

Ｗ-Ｕｐ終了

公式スタート練習

12：45（宮・山・福）

14：45

14：00～14：30

15：30（青・秋・岩）

17：30

16：45～17：15

【女子のみ】 7：40

9：10

8：30～9：00

【男子のみ】16：00

18：00

17：15～17：45

【男子のみ】 7：40

9：10

8：30～9：00

10 月 22 日（木）のプール開放について（＊サブプールの使用は不可）
＜競技用メインプール＞
１～４レーン【女子】，５・６レーン【男子】，７・８レーン【ダッシュレーン】
＜アップダウンプール（練習用プール）＞
１～４レーン【女子】，５～７レーン【男子】，８レーン【ペースレーン】
３．サブプールのプール開放時間
期 日
10 月 23 日（金）
・24 日（土）

開門
7：30

Ｗ-Ｕｐ開始
7：40

Ｗ-Ｕｐ終了
9：30

公式スタート練習
なし

４．連絡および注意事項
（１）各プールの水深・水温は下記のとおりに設定する。
・競技用メインプール【水深：2.0ｍ，水温 27.5±1℃】
・アップダウンプール【水深：1.4ｍ，水温 27.5±1℃】 ＊飛び込み，スタート練習禁止
・サブプール
【水深：1.4ｍ，水温 27.5±1℃】 ＊飛び込み，スタート練習禁止
（２）公式スタート練習は，競技用メインプール全レーンを使用して行う。
（３）公式スタート練習については割り込みを禁止する。代理で並ぶことも禁止する。
（４）競技用メインプール・アップダウンプール・サブプールは特に県別等の区分指定はしない。
（５）競技用メインプール・アップダウンプール・サブプールともにパドルの使用を禁止する。
（６）競技用メインプールの 7・8 レーンは常時ダッシュレーンとする（状況により最大 5 レーンま
で増やすことがある）。
（７）アップダウンプールの 8 レーンは常時ペースレーンとする。ホイッスルの使用も禁止する（道具
の使用も不可。途中で止まらないこと）。
（８）開始式の最中は，競技用メインプール及びアップダウンプールの使用を禁止する（サブプールは
使用可。）
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５．会場について
（１）大会期間中の会場開門（7：30）は，１階入り口とする。開門時入場の順番については特に抽選
などは行わない。開門時の入場は各校 2 名とする。役員の指示に従って入場すること。なお，ス
タンドは地区別に区分するので，その指定を守ること。
（２）入場時には検温を行い，手指消毒を徹底すること。入場を待つ間はお互いにソーシャルディスタ
ンスを保つこと。
（３）入場の際にはＡＤカードの記載事項を確認するので，記入漏れのないようにしておくこと。
（４）選手控え所（プール２Ｆ・サブアリーナ）及びスタンドの選手応援席は，県割を 2 日間固定する。
（５）プール２Ｆの選手控え所は，女子の参加校は 22 日（木）の 12:00 から，男子の参加校は 23 日（金）
に女子の控え所が撤去完了後（15：50 頃の予定です。撤去が完了次第，係員がお知らせします。）
から荷物を置いてよいこととする。学校ごとの区割りについては各県の委員長のもとに行うこと。
（６）サブアリーナは 22 日（木）12：00 から入室を許可する。男子・女子ともに使用可とする。
（７）23 日（金）は女子の競技終了後，女子選手の更衣室利用が完了し，全員が退室したのを確認した
後に，係員の指示で男子の更衣室利用を許可する。
（８）スタンドは敷物やメガホン・荷物等での場所取りは一切禁止とする。
（９）スタンドは飲食禁止とする。
（10）アリーナはプールサイド全域とする。ペットボトルはアップダウンプールの所定の場所に置くこ
と。プールサイドに放置しないこと。
（11）会場内においては，アリーナ及び更衣室から内側は土足禁止とする（素足とする）。
６．更衣室の使用等について
（１）22 日（木）はメインプールの更衣室のみ，表示どおりの男女別で使用する。
（２）23 日（金）
・24 日（土）については，更衣室は県別に使用する。
♦メインプール【女子更衣室】
：青森県・岩手県
【男子更衣室】：秋田県・宮城県
♦サブプール 【女子更衣室】
：山形県
【男子更衣室】：福島県
（３）23 日（金）
・24 日（土）ともに，14：30 からは他団体が使用するため，サブプールの更衣室は使
用できない。それ以降の着替えについてはメインプールの更衣室を使用すること。
♦メインプール【女子更衣室】
：青森県・岩手県・山形県
♦サブプール 【男子更衣室】
：秋田県・宮城県・福島県
※23 日（金）に男子更衣室を使用する秋田県・宮城県・福島県選手団も，女子更衣室のトイレは使
用可とする（ただし，男子更衣室の個室も使用可）
。
※24 日（土）に女子更衣室を使用する青森県・岩手県・山形県選手団も，男子更衣室のトイレは使
用可とする（ただし，女子更衣室の個室も使用可）
。
（４）更衣室の使用は，着替えだけを行い，荷物を入れたままにしないこと。荷物の置き場所をプール
サイドに県別に指定するので，荷物はそこに置いておくこと。
（５）貴重品の管理については，各自あるいは各校で責任をもって行うこと。
７．その他
（１）各自体調管理に十分注意すること。大会本部には看護師が常駐しているので，何かあったら速や
かに連絡すること。
（２）館内では場内指令やセントラルスポーツ宮城Ｇ２１の職員の方の指示に従って行動すること。
（３）ＡＤカードは常に首にから下げておくこと（今大会ではＡＤカードが撮影許可証を兼ねる）。
（４）選手は観覧席のマナーを守り，隣の人と 2 席以上の間隔をとって座ること。通路に立ち止まっ
ての応援，ビデオ撮影等は禁止する。
（５）各チームのゴミはすべて持ち帰ること（会場内ゴミ箱に捨てないようご協力ください）。ただし，
トップツアーズから購入した弁当の空き箱については，所定の場所に戻すこと。
（６）備え付けのコンセントは絶対に使用しないこと。許可なく使用した場合，厳重に対処する。
（７）貴重品は各チーム及び各自できちんと管理すること。控え所に貴重品（水着等も含む）を置き
っぱなしにしないこと。隣接している体育館側には鍵付きのロッカーも設置されているので，そ
ちらも有効活用すること。
（８）今大会での忘れ物は，感染症拡大防止の観点から，一週間以内に申し出がない場合，処分する
ので注意すること。
（９）各チームで控え所に手指消毒剤を準備するなど，感染症予防にご協力ください。
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Ⅳ

館内への入場制限について
（１） 今大会は「無観客」とし，選手・マネージャー・監督・コーチ（部活動指導員）および競技役員・
大会役員・大会関係者のみの入館とする。ＡＤカードがないと入館できないので注意すること。
また，裏面の健康チェック表の提示がない場合も入館できないので注意すること。
（２）事前に宮城県水泳連盟ホームページに掲載されている新型コロナウイルス感染症ガイドラインに
のっとり，感染拡大防止対策等の条件を満たせない場合には，参加を見合わせること。

Ⅴ

健康観察について

１.大会参加に関する確認書・同意書（Ａ４版：両面１枚）＊監督・引率顧問および参加生徒全員が記入
（１）原則，令和２年１０月１９日（月）に記入すること【＊最新の健康状態を確認するため】
（２）確認書・同意書を提出しない場合，大会には参加できない。
（３）生徒は保護者に署名捺印をしてもらうこと。監督・引率顧問も忘れずに提出すること。
（４）監督・引率顧問は参加者全員分の用紙を回収し，入館後すぐに１Ｆロビー受付に提出すること。
２．健康観察報告書（Ａ４版：片面１枚）＊各学校，参加者全員の氏名を必ず記入
（１）健康観察報告書は，毎朝生徒に体調を確認したうえで監督・引率顧問が内容を記載すること。
（２）監督・引率顧問は退館時に必ず健康観察報告書を提出すること【提出先：１Ｆロビー受付】
３．ＡＤカード裏面の健康チェック表は大会 3 日前から必ず記入すること。検温も忘れずに行うこと。
ＡＤカードは退館時に監督・引率顧問が回収し，健康観察報告書とともに提出すること。

Ⅵ

交通・駐車場
（１） 競技役員は第２駐車場，他はＡ駐車場に駐車すること。係員の指示に従って駐車すること。
（２） 選手の乗降や荷物の積み下ろしはＡ駐車場で行うこと。第２駐車場での乗降や荷物の積み下ろ
しは禁止する。また，事故や渋滞を避けるため，路上での乗降も固く禁止する。

Ⅶ

宿泊・弁当・輸送
（１）宿泊・弁当については本大会宿泊要項によります。
（２）不明な点等は，プール１階ロビーのツアーデスクへ問い合わせてください。
・ツアーデスク設置時間 10 月 22 日（木）12：00～18：00
10 月 23 日（金） 7：30～18：00
10 月 24 日（土） 7：30～16：00
・弁当の引換時間
11：00～13：00 まで
・ 弁当箱返却時間
15：00 まで（配布場所までお持ちください。会場内への放置は禁止です）。
（３）宿舎でのマナーを守るように，ご指導をお願い致します。
（４）シャトルバスについては事前申込のみとなり当日受付は行いません。発着場所はＢ駐車場となり
ます。予定時刻になりましたら出発いたしますので，予めご了承ください。

Ⅷ

その他
（１） プログラム（ランキング付き）･･･１冊 1，500 円
（２） 大会期間中の救急病院
① 利府町 エキサイカイ病院
〒981-0131 宮城郡利府町森郷字太子堂 51 TEL022－767－2151
② 利府町 仙塩利府病院
〒981-0133 宮城郡利府町青葉台 2－2－108 TEL022－355－4111
③ 多賀城市 坂総合病院
〒985-8506 塩竃市錦町 16－5
TEL022－365－5175
④ 仙台市泉区 仙台徳洲会病院 〒981-3131 仙台市泉区七北田駕籠沢 15 TEL022－372－1110
（３）大会期間（10 月 23 日・24 日）中，プログラムに掲載されている選手・役員は傷害保険に加入し
ています。

4

