大会の参加に当たって
（１） 各所在地の自治体や学校・職場から、移動制限等の指示が出ていないか、確認を行うこと。
（２） 本連盟ホームページの「新型コロナウイルス感染拡大時における水泳競技大会出場について」を確認した上
で、参加すること。
（３） 入場前７日間において、以下の事項に該当する場合は、入場できない。出発前に入場者全員に該当ないか確
認しておくこと。
・ 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）
・ 嗅覚や味覚の異常
・ 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がある場合
・ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
（４） 「健康チェック表」を入場者全員が持参しているか確認すること。提出できない場合は入場できない。
宿泊を伴う場合は、当日の検温ができるように各自の体温計を持参しておくこと。
※提出した「健康チェック表」は返却しません。公式練習日を含め毎日入場時に提出していただきますので必
要枚数を予め準備してください。体調管理アプリ「GLOBAL SAFETY」を登録されている方も必ず提出が必
要になります。
（５） 監督者会議にて「AD カード」を渡すので常時首から下げて着用すること。
（６） 厚生労働省から提供を受けている、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を活用できるよう準備す
る。 COCOA を入れている場合は、電源をＯＮにした上で Bluetooth を有効にすること。
（７） マスクを着用していない者は入場を認めない。会場では、泳ぐとき以外はマスクを着用すること。
招集所内で、マスクをはずしている間は会話を控えること。招集所ではずしたマスクは、服のポケットか袋に
入れること。
（８） 招集所へ持ち込む荷物、衣類を管理するため、透明のビニール袋（４５L 程度）を各自準備し、招集所へ持参
すること
（９） 大きな声での指示、ホイッスルの使用を控えること。レース・練習後のマスクをしていない選手との会話で
は、飛沫感染に留意すること。
（10） 入場から退場時までの全ての場面で、人との距離（２ｍ以上）をとって行動すること。
（11） レース終了後、速やかにマスクを着用してから移動すること。
（12） 唾や痰を会場内で吐かないこと。
（13） 食事は、大会当日出場選手は選手控え場所で取ってもよいが、人との距離を２ｍ以上保ち単独で取ること。
（14） 会場までの交通機関内で、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、会話などに留意すること。
（15） 以下のものについては、持ち込み禁止とする。
・ チーム共有のドリンクサーバー
・ アイシングバス、トレーニングマシン等
・ メガホン、横断幕、のぼり
・ 共有で使用するストレッチマット（個人専用は持ち込み可）
・ チーム共有のチューブ、バランスボール等の運動用具（個人専用は持ち込み可）
・ 練習時のパドル・コード類
（16） 入場時に検温、健康チェックシートの確認を行う。監督者会議にて「AD カード」を配布し、大会期間中
は、入場時に掲示が必須となるので、常時、首からさげられるようＡＤケース等を準備しておくこと。
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日本スポーツマスターズ２０２２岩手大会
水泳競技 二次要項 兼 監督者会議資料Ⅰ
本競技会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、これまでの競技会とは異なる運営と なる事項
が多数あります。主催者としてスイマーの皆さまが健康で安心して泳げる環境を作ることに全力で取り組み
ますが、安全な競技会の開催には、選手、チーム責任者、競技役員の皆さまの協力が不可欠であり、これま
で以上にルールの理解とマナー厳守が求められる競技会となります。参加されるすべての皆さまが内容を必
ずご確認のうえ、競技会運営にご協力いただきますようよろしくお願いします。

■大会会場
（１）場所
盛岡市立総合プール 盛岡市本宮５－３－１
（２）アクセス
〇自動車 盛岡インターチェンジから約 15 分 盛岡南インターチェンジから約 15 分
〇バス
盛南ループ 200（下川原先回、盛岡駅 10 番乗り場から総合アリーナ前又は総合プール前へ）
青山町線（盛岡市立病院行 滝沢営業所からバスセンター経由→総合プール前へ）
〇タクシー
盛岡駅から約 10 分

■スケジュール
９月２日（金）
開門
13：00
公式練習
13：00 ～ 17：00
監督者会議 15：00
閉館
18：00
９月３日（土）
開門
７：30
ウォーミングアップ ７：30 ～ ８：45
開始式
９：00
表彰式
９：20
※10 年連続・20 回出場表彰受賞者は、８：50 までに第２招集所へ集合
競技開始
９：45
競技終了
15：53
閉館
17：00
９月４日（日）
開門
７：30
ウォーミングアップ ７：30 ～ ８：45
競技開始
９：00
競技終了
13：06
閉会式
13：20
閉館
14：30
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※ 入場口整列開始時間は、開門 15 分前とし、それ以前に入場口に並ぶことはできません。
※ 開場時は入場口が混み合うことが予想されますので、ご了承ください。
※ 競技スケジュールは、大会プログラムをご確認ください。
■会場案内図
＜１階会場図＞

＜２階案内図＞
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■参加状況
参加都道府県：38 都道府県
参加選手 559 名（男：372 名・女 187 名）
種目数：1,241 種目（男：824 種目・女子：417 種目・リレー193 種目）
■公式練習日について
（１）日程 ９月２日（金）13：00 ～ 17：00
（２）
「健康チェックシート」の提出について
① 日本水泳連盟ホームページからダウンロードした「健康チェックシート」に、事前に必要事
項を記入してください。
「健康チェックシート」は、公式練習日を含め毎日入場時に提出して
いただきます。
② 公式練習日、大会期間中とも、外出後の再入場の際は、入場口での検温を行います。あわせて
大会期間中はＡＤカードの掲示をお願いします。
③「健康チェックシート」の体温・体調については、入場 14 日前より記載してください。
④ 回収した「健康チェックシート」は返却しませんので、記載内容を写真等で保管してくださ
い。また、公式練習日を含め毎日入場時に提出していただきますので必要枚数を予め準備して
ください。
（３）ＡＤカード（選手・付き添い等）について
ＡＤカードにつきましては、監督者会議にて配布します。公式練習日の入場については「健康チ
ェックシート」を提出してください。
（４）監督者会議
９月２日（金）15：00 場所：盛岡市総合アリーナ会議室
（５）プールの使用について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため練習時に、各レーン内で待機する場合、スタート練習で
並ぶ場合も距離を保ってください。練習時の大きな声での指示は控えていただき、メインプール、
サブプールとも練習中は電子ホイッスルのみ使用可とします。
〇メインプール
① 水深は２ｍです。
② ９レーンを常時ダッシュレーンとし、スタート側からの一方通行とします。
レーンの増設については、通告および電光掲示板で連絡を行います。
③ メインプールへのパドル・コード類の持ち込みは禁止します。
〇サブプール
① 水深は 1.2ｍ～1.4ｍです。
② サブプールへのパドル・コード類の持ち込みは禁止します。
※大会当日の状況により、仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
（６）公式スタート練習
公式スタート練習は行いません。
■施設使用上の注意
（１）本大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および、競技役員・出場選手の感染予防の
観点から、
「無観客」での大会実施となります。ＡＤカードを持っている選手・関係者以外は入場でき
ません。一般の方の水泳場内への入場・観戦はできませんので、あらかじめご承知おきください。
（２）入場時には、日本水泳連盟ホームページからダウンロードした「健康チェックシート」の提出
が必要となります。事前に必要事項を記入してください。
「健康チェックシート」は、公式練習
日を含め毎日入場時に提出していただきますので必要枚数を予め準備してください。
（３）観客席の選手控え場所については、感染拡大防止のため、都道府県別にエリアを設定します。
食事は、控え場所にて人との距離を２ｍ以上保ち単独で取ってください。
（４）観客席の選手控え場所の混雑が予想されます。譲り合い間隔を保って使用してください。
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（間引きをした座席は着席しないこと）
（５）荷物は、入館日から９月４日まで、観客席の選手控え場所に置くことができます。
（６）更衣は、メインプール更衣室を使用できます。ただし、ロッカーは使用できません。更衣室
を控え場所としたり、食事をすることはできません。
（７）サブプールは、水泳練習とドライランド・ストレッチ等の使用のみとし、選手控え場所として
指定されている場所以外は、待機および食事場所とすることはできません。
（８）施設内は土足厳禁です。履物は各自袋に入れてお持ちください。場外へ出る場合は、プール
サイドで使用している上履き・サンダルを下履きに履き替えてください。
（９）指定された場所以外への立ち入り、付属施設・備品などを無断で使用しないでください。
（10）場内で出たゴミは、ゴミ袋を持参し必ずお持ち帰りください。選手控え場所使用後は、必ず
清掃してください。
（11）施設内は禁煙です。喫煙は屋外の所定場所で行ってください。
（12）来場者の駐車場はありますが、台数に限りがあります。公共交通機関でのご来場をお願いし
ます。
■プログラム
参加者に１部ずつ配布し、販売はしません。
■棄権の届け出
届け出用紙に記入し、競技当日の当該競技開始１時間前までにリゾリューションデスク（第１招集所）に
届け出て ください。
■ 表彰式
各種目の年齢区分ごとにレース終了後、プールサイドにて第１位から第３位までの者にメダルを授与する。
８位までの入賞者は賞状引渡所で各競技終了後 30 分以降にお受け取りください。
■競技結果
競技結果を、下記の公式サイトで確認することができる。
■その他
（１）ＡＤカードについて
ＡＤカードにつきましては、監督者会議にて配布します。大会期間中は、入退場時に掲示が必須とな
りますのでＡＤケース等準備してください。ＡＤカードははがきサイズとなります。
付添・介助者用のＡＤカードは別途申請が必要になりますので日本水泳連盟ホームページをご確認く
ださい。
（２）荷物の管理について
招集所へ持ち込む荷物をまとめるため、透明のビニール袋（45L 程度のポリ袋）を各自でご準
備ください。マスクは出場レーンに向かう直前まで着用し、はずしたものは透明のビニール袋
に入れてください。レース終了後は、速やかにマスクを着用してください。
（３）個人情報及び肖像権にかかわる取り扱いについて
インターネットによるライブ配信サービスを下記サイトで実施します。
「公式競技会及び公認
競技会における個人情報及び肖像権に関する取扱いについて」をご了承いただいているものと
して、対応させていただきます。
（４）静止画・動画撮影に関する注意事項
水着着用の選手がいるため、撮影の際には十分ご注意ください。もし、不審な行為を発見し
た場合はご退場いただくこともあります。撮影した写真・動画は原則として個人の範囲内で
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ご使用ください。SNS 等へ投稿される際は、第三者に対する肖像権を侵害しないように十分ご
注意ください。第三者との間で肖像権侵害などの問題が生じた場合、主催者は一切の責
任を負いません。
■配信サイト等
（１）競技結果について
日本水泳連盟公式サイト「Result of Japan Swimming」
https://result.swim.or.jp/
（２）ライブ配信について
ライブ配信を予定しております。後日、詳細はお知らせいたします。
当日の回線状況、サーバー条件等により、中断または中止することがあります。

その他資料は、整い次第、公開いたしますので、引き続きホームページを確認してください。
※2022 年８月５日公開
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