
競技について

（1） 本競技は2022年度公益財団法人日本水泳連盟競泳競技規則に則り実施します。

（2） 競技は予選・決勝ともに10レーンでタイムテーブル通りに行います。

＊ 決勝は予選結果上位10名が出場できます。ただし、棄権者が出た場合は次点上位より順次

出場権を与えます。

＊ 決勝進出について、同記録で予定人数を超えた場合は、200ｍ以下の種目についてはスイム

オフを行います。実施時間は追って連絡致します。それ以外の種目と補欠選手の優先決定につ

いては抽選とします。

（3） スタートについて

＊ スタートは1回のルールを採用し、スタートの合図は｢Take your mark(s)｣で行います。

＊ リレーおよび背泳ぎ以外は全てオーバーザトップ方式で行います。次の組のスタート完了まで

水中で待機して下さい。

＊ スターティングブロックの調整は前泳者がスタート（入水）してから行って下さい。

＊ バックストロークレッジの水中への投入は競技役員が行いますが、

調整は各自で行って下さい。

（4） レース用水着は日本水泳連盟の2019年4月1日実施の規定（ＦＩＮＡマーク付き）にて行います。

ＦＩＮＡマークのついていない水着での出場は認めません。

（5） 選手の招集について

＊ 競技進行状況に注意し、招集時間（競技1５分前まで）に遅れないようにして下さい。それまでに

第１招集所のプログラムに自分の名前・チームにチェックを入れること。

＊ マスクを着用し、首からＡＤカードをかけ、ユニフォーム等を入れるビニール袋を持参して下さい。

＊ 決勝進出者に棄権が出た場合は、補欠の選手およびチームは繰り上げ出場となります。そのた

め、補欠2名（2チーム）も必ず決勝の招集を受けて下さい。

＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から招集所が密にならないように選手間の距離を

1～2ｍ空けて下さい。また、感染予防行動に努めて下さい。

＊ リレーオーダー用紙の提出先はリゾリューションデスク（１階本部席後方メイン通路）とし、以下の

時間までに提出して下さい。

（6） 棄権について

＊ 予選競技では競技開始1時間前までに棄権届出用紙をリゾリューションデスクに提出して

下さい。また、事前に棄権者がわかっている場合には7月15日（金）の公式練習

日に提出して下さい。

＊ 決勝競技では、その該当レースの1時間前までに棄権届出用紙をリゾリューションデスク

に提出して下さい。

＊ 棄権申告後、大会総務により棄権の受理および繰上げ選手の決定を行います。　

（7） リレー引継ぎの判定はPT8000により判定します。｢－0.03秒｣までを許容範囲とします。

（8） ゴールタッチは、タッチ板の有効面に確実にタッチして下さい。

（9） 表彰は男女同競技終了後に行います。3位までに入賞した選手（リレー競技は各チーム1名）

は指定された場所に待機して下さい。その際、マスクを必ず着用し、小旗・タオル・部旗の持

ち込みは禁止します。 なお、賞状は１階エントランスに取りに来て下さい。

（10） 本大会は上訴審判団を設置します。競技に関する抗議は、事象発生後３０分以内にそのチームの監督

または代表者が、文書にて抗議料10,000円とともに審判長に提出してください。その際、当該県専

門委員長が同席すること。

第70回全九州高等学校水泳（競泳）競技大会　2次要項

〈リレーオーダー用紙〉

決勝競技1時間前

決勝競技1時間前

決勝競技1時間前

決勝予選

　・4×100ｍメドレーリレー

　・4×200ｍフリーリレー

　・4×100ｍフリーリレー 7月16日（土）入館時

7月18日（月）入館時

7月17日（日）入館時



諸連絡

（1） 本年度は開会式および閉会式を行います。式典への参加選手は、優勝旗返還団と受賞団とします。

開会式に参加する返還団（前年度男女優勝校各1名）は9時20分にプールサイドに集合して下さ

い。閉会式に参加する受賞団（男女優勝校各２名、2・3位校各1名）はプールサイドの指示された場所

に集合して下さい。

（2） プログラムについて

参加者に対する競技別プログラムの無償配布は下記による。

＊　県代表総監督（専門委員長3部）　

＊ 参加校（1校につき参加選手10名未満1部、10名以上2部）

＊ プログラムの記載事項の誤りは、プログラム訂正用紙に記入の上、リゾリューションデスク

に提出して下さい。

（3） 学校受付について

学校受付は7月15日（金）公式練習開始３０分前とします。

ＡＤカード記載内容の確認と不足分がないか等を確認して下さい。

（4） プール利用について

＊ パドル、トレーニングチューブを使用しての練習は禁止します。

＊ 入水はレーンの左側より足から入水してください。

＊ ダッシュレーンや公式スタート練習にて順番を待つ際は、前後の距離を１ｍ程度空けて下さい。

代理人による順番待ちや割り込みは禁止します。

サブプールの利用について

＊ サブプールの入場制限は100名となっています。状況によっては入場を制限することがあります。

必ず、係員の指示に従ってください。

＊ ダッシュレーンは1レーンのみとし、スタート側からの一方通行とします。

飛び込みプールの利用について

＊ 飛び込みプールは、出場者のためのクーリングダウン専用とします。（競技中のみ使用可）
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② 7月16日（土）

③ 7月17日（日）

④ 7月18日（月）

7月16日（土）～7月18日（月）のレーン使用について

（5） 会場利用について

① 館内およびプールサイドへの入場等

＊ 館内への入場は1階エントランス正面入口のみとします。入場の際、サーモカメラまたは非接触

型体温計による体温チェックと手指消毒を行います。2階正面入口は感染防止対策のため閉鎖

します。

＊ プールサイドへはプール専用上履きに履き替えて入場して下さい。

② 更衣室利用について

＊ 更衣室にカバン類を置くことはできません。ウォーミングアップやクーリングダウンを行う際に

は荷物をプールサイドに持参して下さい。

＊ 更衣室内では必ずマスクを着用し、すみやかに更衣を済ませて退出して下さい。

③ 観客席について

＊ 選手控え場所は2階観客席（スタンド）とします。県毎に指定しますので譲り合ってご使用下さ

い。シート・荷物等で場所を占有することは禁止します。

＊ 競技終了後は、スタンドに荷物を置いて帰っても構いませんが、整理整頓を必ず行って下さい。

＊ 2階通路は、選手のプライベートストレッチスペースまたは簡易更衣スペースとします。チーム

控え場所として常時使用することはできません。シート類での場所取りや食事を目的とした飲

食は禁止します。

④ プライベートテントの設置について

＊ プライベートテントを設置する場所は2階正面玄関入口周辺のみとします。テントを設置する際

は強風等でテントが飛ばないように工夫し、日毎に撤収して下さい。

＊ 1階正面玄関入口周辺の場所取りは禁止します。

⑤ マッサージエリアについて

＊ ２階サブプール観覧席入口周辺のみとします。各学校で手指消毒を準備してください。
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（6） ＡＤカードについて

＊ 必ず首に提げ、常時見えるようにして下さい。ＡＤカードがない場合は入館できません。ＡＤカ

ードの複製や他人への譲渡および貸与等による不正入館を禁止します。発見した場合、ADカー

ドを没収します。程度に応じて警察への通報（偽計業務妨害および不法侵入）を行う等の厳しい

処置をとる場合があります。

＊ ADカードの発行枚数については以下の通りとする。

（7） 動画配信について

＊ 本大会はYouTube動画配信を行います。詳細は、九州高等学校体育連盟ホームページにて

確認して下さい。

（8） 全国大会受付けについて

場所：九州高体連本部（1階会議室A）　　時間：決勝競技開始時間～競技終了後60分以内

（9） 部旗について

部旗は7月1６日（土）入館後に、各県のスタンドエリアに設置してください。（１５日は混雑防止の

ためご遠慮ください。）ただし、一部設置できない区域がありますのでご了承ください。

（10） 駐車場について

枠外駐車や身障者スペースへの無断駐車はご遠慮下さい。

（11） その他

① 競技中の応援については、新型コロウイルス感染防止対策のため声を出しての応援を禁止します。

② ゴミの処理について

＊ 大会中に各チームから出るゴミは全て持ち帰って下さい。

＊ 退館する際には選手控え所（観客席）を確認していただき、ゴミや忘れ物等がないようご協力下

さい。

③　盗難・盗撮防止について

＊ 貴重品の管理は各チームでお願いします。プール施設管理者および大会本部は一切、責任を負

いかねます。

＊ 盗撮防止のために更衣室内や撮影禁止区域でのスマートフォンやカメラの使用は禁止します。発

見次第、いかなる理由であれ、没収および警察への通報等やそれ相応の対応をします。

④ 施設・器具用具の使用について

＊ 施設（プール・控え所・観客席・トイレ・更衣室等）の利用はルールを守って下さい。

また、破損した場合は、当該引率者が本部まで報告して下さい。

＊ 施設内の電源を利用しないで下さい。

⑤ 不審者がいましたら、受付までご連絡下さい。

⑥ 忘れ物の処理について

＊ 大会本部およびプール施設管理者では忘れ物の管理および保管は行いません。お帰りの際は

今一度、使用した場所を確認し、忘れ物がないよう注意して下さい。（大会後1週間を目途に処

分します。）

連絡先：トスインターナショナル株式会社
　ＦＡＸ番号096-288-2892　締切7/11迄
※様式は問いません。
ＦＡＸ用紙（例）
○○県○○高校　送信担当者：氏名○○○○
　　マネージャーＡＤ○枚　希望します。
　　　　　　　　　　　　　　　　を明記してください。

全員に発行登録選手（補欠を含む）

スタッフ（顧問・トレーナー・コーチ）

※指導実態のない保護者は不可

マネージャー
（高校生のみ）

各チーム
３枚以内

事前にＦＡＸにて、連絡をすること。
※高校生限定


