令和２年度

内陸地区ＢＣ級水泳記録会
（暫

定

実施要項

版）

(R3.1.26)
大会ｺｰﾄﾞ：０６２０６２４

【記録会開催の主旨】
（１）子供達の泳力及び記録の向上。
（２） 自己ベストを出す喜びはもちろん、更に高い目標に向かって水泳を続ける意欲を持たせる。
（３）新型コロナウイルス感染症の予防対策として多くの競技会が中止されたため、今年度、
主に一度も競技会等に出場することができなかった選手を対象とする。
（４）今後開催される主要大会において、参加資格として日本水泳連盟資格級を有する選手しか
出場できない競技会が多く開催されることが予想されるため、今後に繋げる公式記録を残
すことを目的とする。
●新型コロナウイルス感染拡大防止により選手、役員関係者の皆様の安全確保を図るため、下記
のように実施します。
（１） 男女別の日程で開催します。
（２） 無観客記録会とします。
（３） 山形県新年フェスティバル水泳競技大会及び第４３回全国ＪＯＣジュニアオリンピック
カップ春季水泳競技大会山形県予選会(内陸・庄内)に出場した選手の参加は認めません。
（４） 日本水泳連盟の団体・個人の競技登録をした選手とします。
（５） 参加者全員から参加ルール確認書の提出をお願いします。
（６） 各チームを引率する監督及びコーチのプール施設内入場を１名に限定します。
※ただし、競技役員として参加する監督及びコーチ、マネージャーは入場可とします。
１ 主

催

山形市水泳連盟

２ 後

援

（一社）山形県水泳連盟

３ 所

管

山形市水泳連盟強化委員会

４ 期

日

令和３年３月７日（日） 午前中の競技は女子のみ、午後の競技は男子のみを行う。

※日程については、国や県の動向で開催状況が変わることがあります。
【女子の部】

【男子の部】

入場

７：３０

入場

１２：００

ｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ

７：３０～９：００

ｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ

１２：００～１３：３０

監督者会議

８：２０～

監督会議

１２：１５～

公式スタート練習 ８：４０～９：００

公式スタート練習 １３：１０～１３：３０

諸連絡

９：１５～

諸連絡

１３：４５～

競技開始

９：３０～

競技開始

１４：００～

競技終了

競技終了

選手・監督等 退場完了

選手・監督等 退場完了

消毒作業

５ 会

場

山形市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（屋内ﾌﾟｰﾙ25ｍ 7ﾚｰﾝ）山形市落合町1番地 電話 023-625-2288

６ 競技種目

男女とも同じ。
Ａ９歳以下

Ｂ１０歳

Ｃ１１歳

Ｄ１２歳

Ｅ１３歳

Ｆ１４歳以上
（中学生以下）

自由形

５０ｍ

５０ｍ

１００ｍ

背泳ぎ

５０ｍ

５０ｍ

１００ｍ

平泳ぎ

５０ｍ

５０ｍ

１００ｍ

バタフライ

５０ｍ

５０ｍ

１００ｍ

個人メドレー

２００ｍ

７ 競技方法
（１）競技は(公財)日本水泳連盟競泳競技規則により実施する。
（２）競技はすべてタイムレース決勝とする。
（３）参加人数が少ない時は、同時レースをする場合がある。
（４）１から５レーンで競技を行う。
８ 参加資格
（１）年齢区分は大会当日の令和３年３月７日現在の満年齢とする。
（２）大会出場に関して、保護者の同意を必ず得る事。
（３）団体及び個人は、 (公財)日本水泳連盟競技者登録完了者（令和２年度）とする。
※出場資格級の基準を設けません。
（４）令和２年度山形県新年フェスティバル水泳競技大会及び第４３回全国ＪＯＣジュニアオリンピック
カップ春季水泳競技大会山形県予選会(内陸・庄内)に出場した選手は本記録会にエントリーをする
ことができない。
（５）大会当日、別紙参加ルール確認書を提出することができたもの。
（６）（一社） 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。
（７）大会実行委員会でライブ配信等を実施する場合、撮影及び配信について同意するもの。
９ 参加制限
（１）１名２種目以内とする。
（２）各グループの出場種目を確認して下さい。
１０

競技順序
① Ｃ～Ｆ

２００ｍ 個人メドレー

② Ａ～Ｆ

５０ｍ

背泳ぎ

③ Ａ～Ｆ

５０ｍ

平泳ぎ

④ Ａ～Ｆ

５０ｍ

バタフライ

⑤ Ａ～Ｆ

５０ｍ

自由形

⑥ Ｃ～Ｆ

１００ｍ 背泳ぎ

⑦ Ｃ～Ｆ

１００ｍ 平泳ぎ

⑧ Ｃ～Ｆ

１００ｍ バタフライ

⑨ Ｃ～Ｆ

１００ｍ 自由形

１１

申込方法

（１）(公財)日本水泳連盟の競技者登録のホームページよりＷｅｂエントリーをしてください。
注：毎月第2水曜日、9時から21時までＷｅｂエントリーメンテナンスのため、入力できません。
（２）提出する書類は、Ｗｅｂからダウンロードした①～③の情報を印刷し、別添④を同封して提出して
ください。
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別添、申込一覧表
（３）参加団体は、個々の責任において選手の健康状態を確認し、適当と認める者及び保護者の同意を得
た者のみを申し込むこと。
（４）申込先(大会事務局)〒990-0031 山形市十日町一丁目1-23

電話090-7329-2319

山形市水泳連盟 競技委員会 齋藤利樹 Email：va070292-5216@tbz.t-com.ne.jp
（５）申込金 ①個人１種目1,000円 ②プログラム600円（全員購入してください）
下記口座に振り込むことまたは現金書留（大会事務局へ）
山形銀行 山形市役所支店(１１９) 普通 ３１６７８４
名義：山形市水泳連盟競技委員会 委員長 齋藤利樹
（６）申込締切

選手登録（未登録者）

令和３年

Webエントリー

令和３年 ２月１４日（日）

書

令和３年

類

提 出

２月１４日（日）
２月１６日（火）必着

（７）申込確認
２月１９日(金)～２１日(日)までの間、山形市水泳連盟ホームページでエントリー内容を確認で
きます。申し込みと違う場合は、２月２２日(月)正午までに申込責任者からメールで、大会事務局に
お知らせください。
１２

表 彰・記録証

（１）各種目（男女年齢別）３位まで賞状を授与する。
（２）参加者全員に記録証を授与する。
１３

大会情報

大会関係の情報は、(公財)日本水泳連盟のホームページや速報サービスに掲載するので確認すること。
①山形県水泳連盟ホームページ

http://yamagata-swim.com/

②記 録 速 報 サ ー ビ ス

http://akitaswim.com/s/yamagata/S_select.php

③山形市水泳連盟ホームページ

https://sites.google.com/site/ymgtcityswim/home

１４

留意事項

別添の留意事項をご覧ください。
１５

個人情報・肖像権に関すること
記入いただく個人情報・肖像権の取扱いは(公財)日本水泳連盟が示した「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わる取扱いについて」に沿って対応いたします。

令和２年度

内陸地区ＢＣ級水泳記録会における留意事項

（１）新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、大会の縮小、及び中止、運営方法の変更をする場合
があります。中止等の判断については、「（一社）山形県水泳連盟の各種大会を中止した場合の対応
について(お知らせ)」と同じ考え方で対応いたします。
※詳細は、（一社）山形県水泳連盟ホームページをご参照ください。
（２）各チーム引率者のプール施設への入場を１名に限定します。ただし、競技役員として参加する監督
及びコーチ、マネージャーは入場可としますので、別添申し込み一覧表に氏名を記入ください。
※参集人数に制限があり選手の参加人数を確保するためご理解ください。
（３）参加選手及び各チーム引率者に入場許可証及び撮影許可証を発行します。許可証は事前に送付する
こととし、記録会当日は名札ケース等に入れて保管し、周囲から見えるように提示し入場してくださ
い。また、入退場の際は名札ケース等を首から下げて確認しやすいように協力をお願いします。
不審な撮影者がいる場合は競技役員までお知らせ下さい。
（４）新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う山形市有体育施設の利用制限により、水分補給を除き施
設内（競技役員の昼食用に事前に許可を得た場所およびレストランを除く）での飲食をすることが出
来ません。
※詳細は山形市公式ホームページ なんたっす山形内 『【１１月２３日更新】新型コロナウイルス
感染症拡大防止に伴う山形市有体育施設の利用制限について』をご参照ください。
（５）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感染拡大防止ガイドラ
インに基づきおこないます。
（６）参加者は、上記ガイドラインに加え「令和２年度内陸地区ＢＣ級水泳記録会における新型コロナウ
イルス感染拡大予防対策の実施について」を十分確認の上、「大会ルール参加確認書」を個人ごとに
提出すること（大会ルール参加確認書内の大会参加同意書に、保護者等の署名または押印が必要とな
ります）。又、個人、チーム単位での準備（ゴミ袋、アルコール消毒等）を忘れずに持参すること。
（７）競技開始に合わせた来場及び競技終了した選手は退場するなど、三密回避に協力ください。
（８）各チームに選手数に応じたビニール袋を配布します。油性マジック等で選手名を記載し、招集所に
携行させること。（各チームで油性マジックも準備のこと）
（９）選手控室は、プールサイド（アリーナ内除く）に割り当ていたします。また、更衣室についても割
り当ていたします。なお、プール２階特設スタジオは、更衣室として使用場合があるため選手控室と
しては利用できません。
（10）バックプレート付スタート台及びバックストロークレッジの使用はいたしません。
（11）本大会の救護員は、応急処置の対応となります。
（12）貴重品は各自責任を持って保管してください。
（13）ごみは各自お持ち帰りください。
（14）持ち物には氏名を記入してください。忘れ物は１週間程度保管しますが、その後処分します。
問い合わせは大会事務局へお願いします。
（15）会場内での競技結果の張り出しは行いません。競技結果速報サービスで確認ください。
（16）（公財）日本水泳連盟「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わる取り扱
い」により大会についてライブ配信等をする場合があります。
（17）参加選手のエントリー状況により、参加者数の削減依頼や大会日程の変更をする場合があります。
（18）会場内の常時（随時）換気を行います。防寒対策等必要に応じて対応してください。

別添 申込一覧表
令和２年度

項

目

人

数

内陸地区ＢＣ級水泳記録会

男 子

女 子

合

計

種 目 数

参加料

個人 種目 １，０００円 ×

プログラム代

種目 ＝

６００円 ×

部

合

円

＝

円

計

円

【必須】
チーム名

チーム名（領収書用）
※領収証に記載すべき正式名称を記載してください。

【必須】
郵便番号
【必須】
住

所

【必須】
電

話

/ファックス

【必須】今後のお知らせを、メールでお知らせする場合がございます。
E-mail
【必須】
申込責任者

競技役員として参加する監督・コーチ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ氏名を記入ください。

氏

名

氏

名

㊞

大会参加者

令和 3 年 1 月吉日

必読

大会に参加される選手・指導者の皆様へ
山形市水泳連盟

令和２年度内陸地区ＢＣ級水泳記録会における新型コロナウイルス感染拡大予防対策の
実施について
山形市水泳連盟は、標記水泳記録会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一般社団法人山形県水泳連盟が令和 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 感染防止へ向けた３密回避策の徹底（身体的距離の確保、レース時以外原則不織布マスク（以下
マスク）着用）
Ⅱ 男女別開催、会場最大人数の縮小
Ⅲ 選手､コーチ､役員の事前健康チェック及び入館時の検温、館内のアルコール又は次亜塩素酸水に
よる消毒」(随時)の実施
Ⅳ 大会運営時間の短縮
（開会式の簡略化、表彰・閉会式なし等）
Ⅴ 無観客競技会
１． 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、役員は入館時）
※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・閉会式等

☆集合しての実施は致しませんが、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。
（２）招集所
☆必ずマスク着用し招集所に集合すること。
☆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
☆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。
（５）選手控え場所
☆風通しを意識し、密閉空間とならならない工夫を行ってください。
☆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てください。
☆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。
☆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事。
（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してください。（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てください。メガホンでの応援も共用品となるため原則使用を
禁止。

３． 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いただきます。

以上

参加者提出用

山形市水泳連盟 宛

令和２年度内陸地区ＢＣ級水泳記録会

参加ルール確認書

（大会実施日に提出必須）
※以下の項目を確認し、□欄に☑を入れて提出下さい。
選手においては、大会参加同意書（保護者の同意）も必須とします。
①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。
②マスクを着用し、咳エチケットを行う事。
③こまめな手洗い（30 秒以上）
、手指の消毒の確実な実施。
④手洗い時のマイタオルを持参する。（貸し借り禁止）
⑤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。
⑥会場内での身体的距離の確保をおこなうこと。
⑦大声での会話及び応援を控えること。
⑧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。
⑨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。
⑩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。
上記すべてに当てはまるとき☑ください。

□ 私は、上記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。
検温日時（当日朝）
月

日

時

結果

分

所属（

主催者使用欄
（チェック）

℃
）氏名（

）

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）

大会参加同意書
（１）大会に参加するにあたり、主催者及び施設が定めた感染防止対策に同意し、また、主催者が万全の対策を行うも、
感染リスクを完全に排除することは困難であることを十分理解し、個人の責任において大会に参加します。新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、万が一会場内から感染者が発症した場合には、保健所等の公的機関へ記入された内容の情報
提供する場合があり、それを了承します。また、大会終了後に自分の感染が判明した場合には、速やかに所属団体及び大
会事務局へ連絡します。

以上の件について 同意します
令和
年
月
日

保護者 氏 名
署名の場合は押印省略可

※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.

