
本競技会は参加５２団体　・　選手９６９名（男子５１２名・女子４５７名）、種目数１８６０種目（男子９８５種目　・　女子８７５種目

リレー２５種目）の競技会となり、下記の要領によりウイルス感染拡大防止を第一とした安全な競技運営を行いたいと

考えていますので、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

1 競技会参加について

競技会開催前２週間において以下の事項に該当する場合は、競技会の参加を自粛するようお願い致します。

□平熱を超える発熱。

□咳（せき）、喉（のど）の痛みなどの風邪の症状がみられる場合。

□だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）の症状がある場合。

□味覚や嗅覚に異常がみられる場合。

□身体が重たく感じる、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、及びその濃厚接触者。

□同居家族や身近な知人、友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、入国後の経過観察期間を必要とされる国、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。

2 無観客試合について

観客席は、出場選手　・　コーチ席及び競技役員待機場所として使用しますので、一般観客の入場を禁止とします。

3 観客席（スタンド）について

（１）監督　・　コーチ席はコーチ席エリアを指定します。コーチ席については隣接しないようにお願いします。

（２）大きな声での応援・声援は飛沫感染防止の観点から禁止と致しますのでご協力下さい。

（３）観客席での飲食は認めますが、ゴミについては各自持ち帰りをお願いします。

（４）ゴミ袋は各参加団体にてご準備いただき、指定座席周辺の清掃にご協力下さい。

4 選手席について

（１）選手席は観客席（通路より上段及び下段にチーム毎指定）及び２Ｆロビーを使用し、全ての参加団体（チーム）の

　 　控え場所を指定させていただきます。※参加人数の少ないチームについては指定はしません。

（２）選手席は選手同士が対面を避け、隣接しないように１～２ｍの距離を保ちチーム内にて３密の回避をお願いします。

5 マスクの着用について

（１）入館者全員（選手　・　大会役員　・　競技役員　・　監督　・　コーチ等）、入館時から常時マスクを着用

　　 しなければなりません。（鼻と口を覆う事を条件とします。）

（２）入館時や待機中等でマスクを汚したり紛失した場合は大会受付にてチーム関係者を通じてマスクを購入すること

　　 が出来ます。マスクはビニール製の入れ物に１枚不織布マスクを入れた状態で販売します。

（３）マスク販売価格は１枚３０円（税込）となります。

（４）選手がマスクを外す場合は招集所からレースに向かう時となります。マスクは服のポケットに入れるか、ジップロック等

　　 の袋に入れて下さい。椅子や床、脱衣かごに直接置く事は厳禁です。

　　 また、レース終了後はダウン等終えた後呼吸を整えてから速やかにマスクの着用をお願い致します。

別紙（参加登録団体用）

競技会運営に関する連絡・注意事項について

札幌水泳協会　競技委員会



6 『健康チェック表』の取り扱いについて

（１）「健康チェック表」は要項に添付してある書式を参加選手・監督・コーチに配布し使用下さい。

（２）競技会当日は大会本部への提出義務はありませんが、各参加団体にて２か月間保管下さい。

（３）競技会当日に「健康チェック表」を持参しなかった競技者はプール館内に入場することは出来ません。

　　 また、検温を忘れた場合も同様としますが、チームにて体温計を持参するなど不測の事態を想定した準備をして下さい。

　　 札幌水泳協会側では「健康チェック表」の予備は準備しません。

（４）競技会当日、看護師の判断により出場選手の健康状態を確認する場合もあります。

　　 監督　・　コーチは選手の健康状態についての質問を受けた場合は速やかに健康チェック表の提出をお願いします。

7 入館時について

（１）入館時は３か所の入り口（中央入口・東側入口・西側２Ｆ非常階段）に２列縦隊にて並んで下さい。

（２）入館する際に、競技役員より検温実施及び消毒液（ジェル）をかけますので、手指にこすり合わせて下さい。

※アルコール等のアレルギーがある選手については、参加選手個人及びチームにてノンアルコール消毒を持参下さい。

（３）靴の入れ物（ビニール袋）は準備・提供していませんので、参加選手個人にてご準備下さい。

（４）館内は土足厳禁となります。サンダル若しくは上履きをご準備下さい。

8 入館時の注意事項

（１）各参加団体ごとに指定した入場口より入場していただきます。参加人数も多い事から入場に関しては安全に十分

      留意していただき、くれぐれも事故のないように静粛に整然と入場下さい。

（２）７：２０までは選手を控え場所から更衣室・アップ会場への移動は控えて下さい。（階段等の混雑防止と危険回避）

（３）駐車場の開門前に敷地内に入る事は札幌市平岸プール管理者より固く禁じられております。

      敷地周辺の歩道等に待機する事もご遠慮下さい。また、入館待ちの駐停車についても警察からの指導により

　　 出来ませんのでご了承下さい。

9 競技会進行予定

6:30 ～ 駐車場開門となります。この時間より前に駐車場に入る事は出来ませんのでご注意下さい。

7:00 ～ 選手入館（中央入口・東側入り口・西側非常階段とさせていただきます。）

※入場に関してはチームごとに入場口（３か所）の指定がありますのでご注意下さい。

※7：20までは控え場所から更衣室・アップ会場への移動は控えて下さい。（混雑防止のため）

7:30 ～ ウォーミングアップ開始

（１）Ａ面　・　Ｂ面メインプール（９：１５まで使用可能）

（２）スタート練習は８：１０より開始します。

　　 Ａ面⑤～⑧レーン、Ｂ面①～④レーンをスタート側からの一方通行で使用下さい。

（３）公式スタート練習（８：２０～８：４０）

（４）リレーオーダー用紙提出締切時間

メドレーリレー　９：３０まで　・　フリーリレー　１２：００まで

9:15 ウォーミングアップ終了　・　会場設営開始

9:30 ～ 予選競技開始

15:00 ～ 決勝競技開始

17:39 競技終了時間（予定）



10 競技について

（１）競技は（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に基づいて行います。

（２）競技は２面（Ａ面の競技を女子　・　Ｂ面の競技を男子）を使用して行います。ただし競技の一部を男女入れ替えて

　　 行う場合もありますのでご注意下さい。

（３）競技プールはメインプールを水深１．５ｍ、サブプールを水深１．２ｍとして行います。

（４）自動審判計時装置を使用します。下記の事項にご注意下さい。

　　 ・ゴール及びターンのタッチについては、定められた有効面に確実に行って下さい。

　　 ・ゴール後は速やかにプールより退水して下さい。※オーバーザトップの場合を除く。

　　 ・他のレーンから退水したり、隣のレーンのタッチ板に触れないようにして下さい。

（５）アリーナ内は競技選手　・　指定コーチのアップ時間による指導以外は立ち入り禁止とさせていただきます。

（６）予選競技終了後、決勝競技を行います。招集には補欠１の選手も含めて招集時間に遅れないようにお願いします。

　　※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の策として補欠２の選手は招集しません。

　　 なお、予選競技の結果、決勝競技に進出する権利を得た選手が棄権をする場合は棄権料が発生します。

　　 また、補欠選手も決勝競技の権利が発生した場合は棄権料の対象となりますのでご注意下さい。

　　 決勝進出者は招集所にて検温を行います。３７．５℃以上ある場合、倦怠感、風邪の症状等が認められた

　　 場合は決勝競技に参加する事は出来ません。

　　 競技役員による健康チェックで上記内容が問題なしと判断された場合のみ決勝競技を行う事が出来ます。

（７）予選競技及びタイムレース決勝は、オーバーザトップ方式で行う場合もあります。（背泳ぎ・リレーを除く）

（８）水着・キャップ、ゴーグル以外を着用して競技に参加する事は出来ません。

11 開会式・閉会式・表彰式について

ウイルス感染拡大防止の観点より３密の回避をするため、式については行いません。

12 速報掲示について

（１）速報掲示板の設置は３密回避・混雑防止のため出来ませんのでご了承下さい。

（２）速報掲示については決勝スタートリストのみ１Ｆ玄関前スペースに掲示しますのでご確認下さい。

　　また東洋電子システムＨＰに競技会結果を掲載しますので、通常の競技結果の確認をすることが出来ます。

（３）各チーム監督　・　コーチの皆様は選手への通達と補欠者についても招集を受けるように指示・伝達をお願いします。

13 駐車場の利用について

（１）競技会当日は『駐車券』がなければ平岸プール駐車場を利用することが出来ません。最寄りの交通機関を利用

　　 して来場下さい。参加団体は周知徹底をお願いします。

（２）『駐車券』は参加団体につき１枚発行します。

（３）駐車場は混雑することが予想されますので、駐車場奥から詰めてご使用下さい。なお、大型バスの駐車スペース

　　 には駐車しないようにお願いします。

路上駐車ならびに目的以外の駐車は厳禁です。会場近隣住民や施設管理者、札幌市担当者からの苦情、指導が

頻繁に届いており、今後の競技会開催にも支障をきたす恐れもありますので、特段のご理解とご協力をお願い致します。

また、近隣の商業施設や月寒公園への駐車も出来ませんのでご注意下さい。

※路上駐車及び迷惑駐車については、警察への通報を行いレッカー移動する場合もあります。



14 ゴミの処理　・　忘れ物の取り扱いについて

ウイルス感染拡大防止の観点より、プール施設内のごみ箱は全て撤去しています。お弁当の容器、ペットボトル・缶

ビニールごみ等は全て持ち帰りとなりますので周知徹底をお願いします。

特に着用していたマスクは他人が触れることは出来ませんので、選手・保護者への通達をお願いします。

忘れ物については競技会終了後には処分します。札幌水泳協会、札幌平岸プールへの問い合わせは受ける事が

出来ませんので予めご了承下さい。

新型コロナウイルス感染について札幌市より競技会開催についての指導があり、他人の所有物の管理は出来ません。

15 カメラ　・　ビデオ等での撮影について

（１）無観客試合となりますので、撮影許可証の発行はしておりません。原則撮影は禁止となります。

（２）コーチが指導目的で撮影される場合は観客席からの撮影のみ許可します。なお、アリーナ内でアップ中に

　　 撮影する行為、レース中にプールサイドで撮影する行為については厳しく対処しますのでご注意下さい。

（３）ルールに違反した場合や盗撮等の疑いが認められた場合は警察に通報し、機材の没収及びデータ削除等の強制措置

　　 を行う場合もありますのでご注意下さい。

16 更衣室の使用について

（１）更衣室についてはロッカーを使用することは出来ません。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より不特定多数が

　　 同じ場所を共有して使用することは出来ませんのでご了承下さい。※ロッカーには全て鍵がかかっております。

　　 更衣室は着替える場所として解放しますが、バック等の荷物についてはアリーナ内指定場所に置くようにして下さい。

指定場所　：　Ａ面折返し側スペースにパイロンを立てた場所を荷物置き場として設置しております。

（２）更衣室の利用は男女共に７：２０～８：００までは女子選手のみの利用となります。

　　 更衣室内の人数制限、３密防止の観点より 男子選手については、各チーム待機場所での着替えとなる事をご了承下さい。

　　 ８：００以降については通常通り男女それぞれの更衣室を使用出来ます。

（３）男子選手の移動における導線は観客席東側階段を利用してアリーナ内に入場下さい。

（４）更衣室内はマスクの着用は順守する事。また、短時間での着替え利用を心がけ会話については控えて下さい。

（５）女子選手が更衣室使用中の男子選手のトイレ使用はサブプール側トレーニングルームより入場し、競技役員用トイレを

　　 使用下さい。

17 その他

（１）スタート練習　・　公式スタート練習以外でのウォーミングアップ中の飛び込みは大変危険です。

　　 事故未然防止のためプールへの入水は必ず足から入るように周知徹底をお願いします。

（２）平岸プール敷地内は全面禁煙となっております、ご協力下さい。

（３）競技会場　・　駐車場における事故、盗難等については主催者側は一切責任を負いません。個人所有物については

　　 参加団体の責任において管理をお願い致します。

（４）手作りマスクについてですが、アニメのキャラクター等がついている場合はアリーナ内では使用する事は出来ません。

　　また、アリーナ内に持ち込むバックについているメーカー名等の大きさについても日本水泳連盟広告規定に順守し

　　規則に定められた範囲までとなっておりますのでご注意下さい。

（５）新型コロナウイルス感染拡大防止として、施設内換気のためアリーナ内の窓及び２Ｆロビーの窓を解放します。

（６）競技会参加中に少しでも体調に変化があった場合は、速やかに会場から退出し保護者

　　 への引き渡し若しくは医療機関への受診をお願いします。また、健康状態の変化で帰宅した

　　 選手の情報は大会本部へのご連絡も必須となりますので、監督・コーチ等の責任において

　　 大会本部及び札幌水泳協会へのご連絡をお願い致します。



18 入場指定チーム一覧表

ＮＯ 参加人数 ＮＯ 参加人数 ＮＯ 参加人数

1 34 21 30 41 38

2 17 22 25 42 55

3 30 23 4 43 37

4 30 24 22 44 24

5 35 25 13 45 36

6 25 26 29 46 32

7 26 27 10 47 40

8 34 28 16 48 32

9 14 29 14 49 56

10 28 30 2 50 47

11 20 31 5 51 1

12 5 32 16 52 1

13 11 33 4

14 2 34 11

15 11 35 6

16 2 36 3

17 1 37 6

18 4 38 3

19 3 39 5

20 6 40 8

338 232 399

◇入場及び入場後の行動に関する注意事項

①競技役員より検温の実施（３７．５℃未満であることが条件）及び消毒液（ジェルタイプ）での手指の消毒を行ってからの入場下さい。

②２列縦隊にて並び検温・消毒が完了した選手から整然と入場下さい。

③入場後は指定されているチーム控え場所へ移動下さい。直接更衣室への移動は出来ません。

④入場時間は７：００～７：３０となります。上記に表記されたチームは３か所の入り口よりチーム単位で入場下さい。

　※上記に記載したチーム名は入館順序を示した表ではありません。

⑤Ｗ-ＵＰは７：３０～９：１５までとしています、慌てず行動するようにお願いします。

入場時間以降で館内に入館する場合は「健康チェック表」を受け付けに提出・確認を受けて下さい。

また、入場時間を過ぎてからの入館については、中央入口（正面玄関）の１か所のみとなります。

倶知安ＳＣ

大麻高校

ＪＳＳ江別

中央入口（正面玄関前）集計 東側通用口集計 西側非常階段集計

パークＳＣ

スイム南空知

ＥＳＰＯ白老

ほのスポ北翔大学

フラノフラット

イトマン札幌麻生

ソプラティコ小樽

美唄スイム

サンプラザ

黒松内ＳＣ

ソプラティコ由仁 千歳北陽高校

ＪＳＳ岩見沢

ＪＳＳ登別

イトマン札幌北口

イトマン函館

イトマン宮の森

アブロス日新

アブロス沼ノ端

アブロス白老

セントラル恵み野

野幌運動公園

北海道教育大学

小樽商科大学

浦河少年団

ＫＧセントラル山鼻

セントラル琴似

ＪＦ帯広

千歳ビーバーＳＣ

発寒ＳＣ

江別少年団

静内ＳＳ

スコーレコンパスＳＳ

ルネサンス平岸

小樽ＳＦ

小樽ＳＣ

北海道大学

ＺＩＰ琴似

ＺＩＰ平岸

ＳＡソシア

ＳＡ月寒

スコーレ千歳

チーム名

ＫＯＮＡＭＩ新札幌

ＫＯＮＡＭＩ白石

ＺＩＰ麻生

中央入口（正面玄関前） 東側通用口 西側非常階段

入場指定場所

チーム名

ＪＳＳあいの里

ＪＳＳ清田

ＪＳＳあゆみ

チーム名


