令和２年度 山形県選手権水泳競技大会（YAMAAGTA メモリアルカップ 2020）
兼 第 43 回(2020 年度) 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
高等学校・中学校 47 都道府県通信水泳競技大会 実施要項
大会コード：山形会場０６２０６９１
酒田会場０６２０６９２
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(公財)日本水泳連盟・
（一社）山形県水泳連盟
山形県教育委員会
文部科学省・(公財)日本オリンピック委員会・(公財)全国高等学校体育連盟
(公財)日本中学校体育連盟・(公財)山形県スポーツ協会・山形県高等学校体育連盟・山形県
中学校体育連盟・読売新聞社
東京海上日動火災保険株式会社
山形市水泳連盟・酒田水泳連盟
ミズノ株式会社
(一社)日本スイミングクラブ協会
2020（令和 2）年 8 月 29 日（土曜日）～8 月 30 日（日曜日）
※土曜日の競技は女子のみ、日曜日は男子のみ競技を行う。
※小学生の部、中高生の部に分けて競技を行う。
※日程はエントリー者数等により変更になる場合がある。
※選手が整列しての開閉会式は行わない。

【小学生の部】
入場
ｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ
監督者会議
公式スタート練習
諸連絡
競技開始
競技終了
退場完了
９．会

場

10．競技種目

８：００
８：００～９：１５
８：３０～
９：００～９：１５
９：３０～
９：４５～
１１：１５
１１：４５

【中高学生の部】
入場
ｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ
監督会議
公式スタート練習
諸連絡
競技開始
競技終了

１１：４５
１１：４５～１３：００
１２：１５～
１２：４５～１３：００
１３：１５～
１３：３０～
１６：００（予定）

【山形会場】山形市総合スポーツセンター屋外プール（屋外 50ｍ 9 レーン）
山形市落合町 1 番地
【酒田会場】酒田市光ケ丘プール（屋外 50ｍ ９レーン）
酒田市光ケ丘三丁目１－７０
【小学生の部（小学３年生以上）
】
自由形
50ｍ
※リレー種目のエントリーは第 43 回(2020 年度) 全国Ｊ
背泳ぎ
50ｍ
ＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会全国
平泳ぎ
50ｍ
集計へエントリー可能チームのみ
バタフライ
50ｍ
※全国通信大会全国集計へエントリー可能な選手で上記
個人メドレー 200ｍ
以外種目にエントリー希望の選手は
フリーリレー 4×50m
【中高生の部】へも参加可能とする。
メドレーリレー 4×50m
【中高生の部】
自由形
50ｍ 100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ
背泳ぎ
50ｍ 100ｍ 200ｍ
※ リ レ ー 種 目 の エ ン ト リ ー は 第 43 回
平泳ぎ
50ｍ 100ｍ 200ｍ
(2020 年度) 全国ＪＯＣジュニアオリン
バタフライ
50ｍ 100ｍ 200ｍ
ピックカップ夏季水泳競技大会、高等学
個人メドレー 200ｍ 400ｍ
校・中学校 47 都道府県通信水泳競技大会
フリーリレー 4×100m 4×200m
全国集計へエントリー可能チームのみ
メドレーリレー 4×100m

11．競技方法
1）競技は（公財）日本水泳連盟競技規則により実施する。
2）全てタイムレース決勝で行う。

3）参加年齢の決定は、2020 年 8 月 22 日における満年齢とする。
（全国大会要項に同じ）
12．参加資格
1）
【山形会場】は置賜、村山地域の団体にて競技を行い、【酒田会場】は庄内、最上地域の団体にて競技を
行い、終了後に２会場の記録を集計する。
2）選手は、2020（令和 2）年度（公財）日本水泳連盟競技者登録が完了している者で、令和元年度及び当年
度(公財)日本水泳連盟水泳資格級３級以上の者。ただし、リレー競技は、第 43 回(2020 年度) 全国ＪＯＣ
ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会、高等学校・中学校 47 都道府県通信水泳競技大会の申込
規定によりエントリー可能なチームのみ参加とする。
また、競技運営上の観点から 400ｍ以上種目については、以下の記録を突破している選手とする。
・400ｍ自由形
（女子）5 分 15 秒 以内、
（男子）4 分 50 秒 以内
・400ｍ個人メドレー（女子）5 分 55 秒 以内、
（男子）5 分 25 秒 以内
・800ｍ自由形 （女子）10 分 10 秒 以内、1500ｍ自由形（男子）18 分 15 秒 以内
3）練習を積み、健康である事を証明された者。
4) 大会当日、別紙大会参加ルール確認書を提出することができた者。
5）一般社団法人山形県水泳連盟「主催大会におけるガイドライン」を遵守できるもの。
主催大会における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン【山形県水泳連盟】一部抜粋
以下の要件の遵守ができない者の参加及び来場を認めない。
・体調不良がないこと（発熱、咳、咽頭痛 等）。
・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいないこと。
・過去 14 日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航又は当該在住者・帰国者との濃厚接触
がないこと。
・マスクを持参し、咳エチケットを行うこと。
（競技時、食事等を除く。※熱中症にも留意）
・こまめな手洗い（30 秒以上）、手指の消毒の確実な実施をすること。
・手洗い時のマイタオル（貸し借りしない）を持参すること。
・飲食時は対面にならないよう注意し、飲み物の共用（大型ボトル）は行わないこと。
・他の選手、指導者、観客、役員等との適度な距離の確保をおこなうこと。
・大声での会話及び応援を控えること。
・鼻水、唾液のついたごみはビニール袋に入れ密閉して持ち帰り、ゴミを回収する人はマスク及び手袋を着用すること。
（その後の手洗
い、手指消毒の徹底）
・その他主催者の感染防止のための措置の遵守並びに指示に従うこと。
・大会後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は本連盟に速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。

13．参加制限
1 人２種目以内（但し、リレーは除く） 小学生の部は小学３～６年生を対象とする。
14．表
彰
上位 3 位まで（小学生の部、中高生の部で区分）を表彰対象とし、後日所属先へ賞状等を送付する。また、
小学生及び中高生の区分に関係なく、記録の最上位者（県選手権獲得者）へ優勝盾を授与し、更に、男子
１００ｍ自由形の県選手権獲得者には五十嵐杯を授与する。全国大会へのエントリー救済措置として実施す
るリレー種目及び中高生の部に出場する小学生への表彰は行わない。
15．申込方法
1）
（公財）日本水泳連盟ホームページより Web エントリーすること。
尚、詳細については山形県水泳連盟 HP（http://yamagata-swim.com/）の「Web 水泳競技エントリー方法」
を参照のこと。
2）Ｗｅｂからダウンロードした①～③の情報を印刷し、提出すること。
①競技会申込明細表
②競技会申込（エントリー）データ一覧表
③競技会申込（エントリーTIME）一覧表
④大会申込一覧表（大会事務局指定様式）
16．申込及び問合せ先
【山形会場大会事務局】〒990-0031 山形市十日町一丁目 1-23
山形市水泳連盟 競技委員会 齋藤利樹 電話 090.7329.2319 Email：va070292-5216＠tbz.t-com.ne.jp
【酒田会場大会事務局】〒998-0061 酒田市光ケ丘三丁目 1-70 酒田市光ケ丘プール内
酒田市水泳連盟 電話 0234-33-0170 FAX0234-35-1191 Email：sakatasuiren1@yahoo.co.jp
17．参 加 料
１種目 1,500 円 リレー2,000 円 プログラム １人 500 円（参加選手全員購入のこと）
振込先 【山形会場参加団体】山形銀行 山形市役所支店(１１９) 普通３１６７８４
山形市水泳連盟競技委員会 委員長 齋藤利樹
【酒田会場参加団体】荘内銀行 酒田中央支店 普通１０６０３８６
酒田水泳連盟 事務局 和田篤

18．申込締切日 2020（令和 2）年 8 月 11 日（火） 正午 必着（WEB ｴﾝﾄﾘｰも行うこと）
19．競技順序
【小学生の部（３～６年生）
】
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

４× ５０ｍ メドレーリレー
２００ｍ 個人メドレー
５０ｍ 自由形
５０ｍ バタフライ
５０ｍ 背泳ぎ
５０ｍ 平泳ぎ
４× ５０ｍ フリーリレー

【中高校生の部】
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

４×１００ｍ メドレーリレー
４００ｍ 個人メドレー
２００ｍ 自由形
２００ｍ バタフライ
２００ｍ 背泳ぎ
２００ｍ 平泳ぎ
５０ｍ 自由形
５０ｍ バタフライ
５０ｍ 背泳ぎ
５０ｍ 平泳ぎ

⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖

４００ｍ 自由形
２００ｍ 個人メドレー
１００ｍ 自由形
１００ｍ バタフライ
１００ｍ 背泳ぎ
１００ｍ 平泳ぎ
４×１００ｍ フリーリレー
４×２００ｍ フリーリレー(高校生のみ)
800ｍ自由形(女子)、1500ｍ自由形(男子)

20．全国大会へのエントリーについて
第 43 回(2020 年度) 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会及び高等学校・中学校 47
都道府県通信水泳競技大会全国集計へのエントリーは、山形県水泳連盟が一括してエントリーする事とする
が、有資格選手がいる所属の責任者は、エントリーカテゴリーや種目、所属先などについて報告する事。
（報
告内容及び報告先等は大会当日の監督会議で周知します。
）
21．そ の 他
1）大会運営は（一社）山形県水泳連盟「主催大会における新型コロナウイルスの感染拡大防止ガイドライ
ン」にもとづき行う。
2）参加者は上記ガイドラインに加え、
「山形県選手権における新型コロナウイルス感染症対策の実施につ
いて」を十分確認の上、
「大会参加ルール確認書」をチーム毎に提出すること。※また、個人、チーム単
位での準備品（ごみ袋、アルコール消毒等）を忘れずに持参すること。
3）エントリー確認は山形県水連 HP により、8/11（火）午後２時を予定しております。訂正のあるチームは、
8/17（月）午後 6 時までメールでお知らせください。
4）開場、競技スケジュール等は参加人数等が確定後、別途ホームページに記載する。
5）８月２９日（土曜日）は男子選手の入場を禁止し、８月３０日（日曜日）は女子選手の入場を禁止する。
また、小学生の部競技中は中高生参加者の入場を禁止し、中高生の部競技中は小学生の選手入場を禁止す
る。但し、中学生の選手が 11～12 歳区分のリレー競技に出場する場合に小学生の部にエントリーした場
合及び全国通信大会全国集計へエントリー可能な小学生選手で中高生の部にエントリーした場合はこの
限りでない。
6）競技開始に合わせた来場及び競技終了した選手は、原則保護者等の協力を得て退場するなど、三密回避
にご揚力ください。
7）大会当日の弁当の斡旋は行わないため、各自で準備すること。
（食中毒対策を確実に実施すること）
8）記録証は各参加チームで記載のうえ、選手に配布すること。
9）申し込みいただいた個人情報は本競技会の運営等の目的以外には使用いたしません。
10) ゴミは、各チームでゴミ袋等を準備し全て持ち帰りのこと。
11) 保護者等の応援は観客席（スペース）のみとする。
（小学生の部と中高生の部で入替）
・観客席以外の場所から選手を応援することは禁止する。
・参加選手１名につき保護者等 1 名分の観客席入場許可証（撮影許可証を兼ねる）を発行する。
・許可証は事前に送付することとし、周囲から見えるよう提示し入場・応援のこと。
・観客席に入場する保護者は入場時に大会参加ルール確認書を当日提出すること。
・会場周辺や駐車場等においても三密回避のご協力をお願いします。
12) 新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、無観客、大会の縮小及び中止をする場合があります。

別添 申込一覧表

令和２年度山形県選手権（YAMAGATA メモリアルカップ２０２０）
項目
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女子
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リレー種目数
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１，５００円×

種目
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円

リレー種目

２，０００円×

種目

＝

円

５００円×

部

＝

円

◆プログラム料

個人種目

◆チーム名
チーム名（領収証宛名）

◆連絡先
〒
住所
電話
ＦＡＸ
電子メール
緊急連絡先携帯電話番号

◆申込責任者
印

大会参加者（保護者）事前配布及び必読
令和 2 年８月吉日
大会に参加される選手・指導者・保護者の皆様へ（一部変更８月２日）
一般社団法人山形県水泳連盟

令和２年度山形選手権

新型コロナウイルス感染拡大予防対策の実施について

一般社団法人山形県水泳連盟は、令和 2 年度山形県選手権の大会運営にあたり、スポーツ庁、公益財団法人
日本スポーツ協会、公益財団法人日本水泳連盟が示した各種ガイドライン並びに本連盟が令和 2 年 5 月に策
定した独自のガイドラインに則り、以下のとおり各種対策を実行しながら安全な大会運営に努めてまいります。

【基本方針】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
１．

感染防止へ向けた３密回避策の徹底（身体的距離の確保、レース時以外原則マスク着用）
会場分散（山形・酒田）
、男女別日開催、小学生・中高生の部を分離しての会場最大人数の縮小
選手・保護者の事前健康チェック及び入館時の検温、館内アルコール消毒(随時)の実施
大会運営時間の短縮
（開会式の簡略化、表彰・閉会式なし、タイムレース決勝方式の採用等）
応援・観客の制限（選手１名に付 ⇒ 保護者１名）
来館にあたっての共通留意事項

（１）新型コロナウイルス感染症予防対策の周知
（一社）山形県水泳連盟策定の「大会開催時における新型コロナウイルス感染拡大予防対策」並びに「選手・
指導者、観客の皆様へ」を入場口付近に掲示しますので、確実な遵守をお願いたします。
（２）大会参加ルール確認書の提出
参加にあたり、
「大会参加ルール確認書」を必ず提出いただきます。
（選手、指導者は入館時、保護者は観
客席入場受付窓口）※提出のない方は入館できません。
（３）参加及び来場要件の遵守
下記に記載する要件を満たしていない場合の大会参加及び観覧は認めません。
☆入館前２週間において以下の事項に該当する事項がない事
・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がある。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
・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。
☆マスクを着用し、咳エチケットを行うこと。（競技時、食事等を除き原則マスク着用）
※熱中症を考慮し身体的距離を確保した上で定期的な取り外しやフェイスシールドの使用も可。
☆こまめな手洗い（30 秒以上）
、手指の消毒の確実な実施してください。
☆手洗い時のマイタオル（貸し借りしない）を持参してください。
☆飲食時は対面にならないよう注意し、飲み物の共用（大型ボトル）は行わないこと。
☆大声での会話及び応援は控えてください。
☆びん缶、ペットボトルを含め、ごみは各自持ち帰る事とし、特に鼻水、唾液のついたごみ、使用済みマスク
等は密閉し持ち帰ってください。
☆その他主催者の感染防止のための措置の遵守並びに指示に従っていただきます。
☆大会後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は本連盟に速やかに濃厚接触者の有無等につ
いて報告ください。
（４）検温の実施
参加者は入場時に検温を受け、発熱及び体調不良がある場合は入場を許可いたしません。
（５）消毒等
入場時の手指消毒及び会場内（特に共用個所）の定期消毒を実施します。
（６）会場の換気

会場内の常時（随時）換気を行います。
（７）体調異常の報告
大会開催中に体調不良が生じた場合は、速やかに大会本部へ報告し、指示を受けて下さい。
２． 選手・指導者の方々へ
（１） 開・閉会式及び表彰等
☆集合しての実施は致しませんが、会長（副会長）挨拶並びに連絡・指示事項を放送で行います。
☆審判長より競技上の注意等について放送にて行います。
☆優勝館、賞状及び記録証はチーム単位に別途郵送します。
（２）招集所
☆選手間の身体的距離を空けてください。
（1 メートル以上）
☆選手間の会話を極力慎んでください。
☆招集場へは 3 レース前を目途に集合下さい。（極端に早く集まり、密集しない）
☆着替えを入れるビニール袋を一人１枚配布しますので、レース直前にウェア等を入れて管理してください。
（当日複数レースがあっても１枚で使用し、利用したビニール袋は持ち帰る事）
（３） 着替え
☆指定された場所にて短時間で行って下さい。
☆着替え時の会話は極力行わないで下さい。
☆原則マスクを着用したまま行って下さい。
（４）ウォーミングアップ及びクールダウン
山形会場の場合、ウォーミングアップは屋内プール、クールダウンは流水プールにて行うこと
☆１つのレーンに多くの選手が入らない事（前泳者と２メートル以上の間隔をあける。）
☆コースエンドでの選手の密集・会話は控えてください。
☆スタート練習時は、1 メートル以上選手間の離隔を空けて下さい。
☆接触して補助が必要な練習は禁止とします。
☆練習道具は自身のもの以外は利用せず、ドリンク等について回し飲みなどは絶対にしない事。
☆監督及びコーチは原則マスク着用で指導して下さい。（熱中症に注意）
（５）選手控え場所
各チームでも密にならないよう大きめのテントや複数テントを準備下さい。
☆常に風通しを意識し、密閉空間とならならない工夫を行う。１チーム複数の設置を可とする。（雨等の状況
がない場合、サイドの風よけや三角型のテント等は原則使用しない）
☆出来る限り対面とならない配置とスペースの確保に努める。
☆用手接触を伴うマッサージやパートナーストレッチなどは禁止とする。
☆各チームでアルコール消毒液等を準備し、共用の場所へ移動した際は手指消毒をおこなう。
（６） 応援及びコーチング
☆コーチングボックスでの身体的距離を確保する。
（大声での指導禁止）
☆身体的距離を確保し大声での応援を避ける。メガホンでの応援も共用品となるため原則使用を禁止する。
３． 保護者の方へ
☆入館にあたり、検温、入場（撮影）許可証の提示及び大会参加ルール確認書を提出頂きます。
☆観客席での身体的距離の確保を願います。
（席の間隔を空ける措置をいたします）
☆撮影の際も身体的距離をとった上で、協力して行ってください。
☆大声での声援及びメガホン利用等は控えて下さい。
☆参加にあたり、選手、保護者本人の体調管理には特段の注意を払い、少しでも体調に異変がある場合は決し
て参加させないで下さい。
☆開門前に密集しての待機は控えてください。（観客席は十分に余裕がある設定をしています）

４．

その他

☆この内容に記載のない事項については、大会本部及び各施設管理者の指示に従って下さい。
☆政府及び関係自治体及び機関が示す各段階に応じた要請や指針等によって、本内容を変更し運用を行う場合
があります。その際は指示に従って頂きます。

参加者提出用

一般社団法人山形県水泳連盟 宛

令和 2 年山形県選手権

参加ルール確認書
（大会実施日毎に提出必須）

私は、以下の事項について十分に理解し、ルールを遵守し大会に参加致します。
（以下の項目を確認し、□欄に☑を入れて提出下さい）
□入館前２週間において以下の事項に該当する事項がない事。
・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がある。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
・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。
□マスクを着用し、咳エチケットを行う事。
※熱中症を考慮し身体的距離を確保した上で定期的な取り外しやフェイスシールドの着用も可。
□こまめな手洗い（30 秒以上）
、手指の消毒の確実な実施。
□手洗い時のマイタオルを持参する。
（貸し借り禁止）
□飲食時は対面にならないよう注意し、飲み物の共用は絶対に行わない。
□会場内での身体的距離の確保をおこなうこと。
□大声での会話及び応援を控えること。
□びん缶、ペットボトルを含め、ごみは各自持ち帰る。※特に鼻水、唾液のついたごみ、使用済みマスク等は
密閉し持ち帰ること。
□その他の事項について、主催者及び施設管理者の感染防止のための措置の遵守並びに指示に従うこと。
□退館後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は本連盟に速やかに濃厚接触者の有無等に
ついて報告すること。
検温日時（当日朝）

結果

主催者使用欄
（チェック）

月

所

属

氏

名

日

時

分

℃

緊急連絡先電話番号
いずれかに☑
□役員関係者

□選 手

□指導者（コーチ） □保護者（関係者） □その他（マスコミ他）

※本書は個人情報保護法にもとづき、大会運営上の確認以外の目的で使用することはありません、

