平成２９年度東北中学校体育大会
第４９回東北中学校水泳競技大会

日
場

時：平成２９年８月７日（月）午前１１時００分～１１時３０分
所：いわき市立総合体育館 ２ F 小体育館
司会：福島県いわき地区中体連専門部委員長
福島県いわき地区中学校体育連盟水泳専門部会長

日塔真一郎

１

開会

齋藤

洋子

２

あいさつ

福島県中学校体育連盟水泳専門部会長
東北水泳連合会長：福島県水泳連盟会長

高橋 国雄
壱岐ひろみ

３

競技運営について

福島県いわき水泳連盟理事長：本大会審判長

髙木喜代好

４

連絡事項
（１）総務部
①配布物の確認
②受付・撮影許可証等について
③ＩＤカードについて
④その他

大河原真美

（２）競技部
①練習について
②招集について
③決勝進出者について
④通告・記録の発表について
⑤会場使用について

金澤

昭恵

（３）式典部
①開会式について
②閉会式について
③表彰及び賞状の引き換えについて

杉山

真理

（４）保健救護部
①事故発生時の対応について
②弁当について
③ゴミの対応について

菊池かず代

（５）宿泊交通部
①駐車場について
②宿泊について

山本

正人

草野

史郎

（６）その他

５

閉会

福島県いわき地区中学校体育連盟水泳専門部副部会長

Ⅰ
１

競技運営全般について
競技規定

平成２９年度（財）日本水泳連盟競泳競技規定及び第４９回東北中学校水泳
競技大会要項により開催します。
２ 商標について
別紙の(財）日本水泳連盟における、「宣伝・広告の媒体について」および「国内競技会で
の競泳水着の取り扱いについて」に従って対応します。
未公認の水着で泳いだ場合、参考記録扱いとなり、決勝の出場や大会記録等が認められま
せん。またランキングにも反映されません。
３ けがによる傷テープの使用については事前に審判長の許可を得てください。
４ 競技進行については予定時間通り行います。競技時刻が変更になる場合には通告により
通知します。
５ 本大会は全自動審判計時装置を使用します。タッチ板の「有効面」に確実にタッチしてく
ださい。有効面に明らかにタッチしたにもかかわらず作動しなかった場合は、半自動装置を
用います。リレー引き継ぎの判定は、リレー引き継ぎ判定装置を活用しますが、決裁は審判
長が行います。リレー種目の場合、それぞれの泳者は、誤作動の原因となるので、ゴールし
たら速やかに自分のレーンから退水してください。全ての競技において横退水は認めません。
６ 競技中に発生した事柄に関する抗議は、発生後３０分以内にそのチームの監督が、文書で
審判長に提出してください。また、競技開始前にわかった事柄については、その競技の出発
合図の前に審判長に申し出てください。
抗議はすべて、その競技を主催する本連盟または加盟団体から任命された大会総務によっ
て検討され、裁定されます。本連盟または加盟団体から任命された審判長によってなされた
決定は最終決定であって、これらの事柄についての抗議は許されません。
Ⅱ 連絡事項
１ 総務部
(1) 配布物の確認
ＩＤカード、選手番号一覧、プログラム、監督会議要項、その他
(2) 受付・撮影許可証
① 学校受付は、総合体育館１Ｆロビーで行います。
② 役員受付は、本プール入り口前で行います。
③ 第１招集は、幼児プール入り口（選手入り口）ロビーで行います。
④ 受付時間は
８／７（月） ９：００（開門時間）～１５：００
８／８（火） ７：００（開門時間）～１６：００
８／９（水） ７：００（開門時間）～１５：００
⑤ カメラやビデオ等（携帯電話やスマートフォン、ゲーム機を含む全ての撮影機器）で
撮影する場合は、本プール前一般受付で、必ず「撮影許可証」交付の手続きを行ってくだ
さい。県名、所属学校名、名前、住所等を記載の上、１，０００円を預かり金としていた
だきます。許可証返却時にお金は返却されます。なお、撮影許可証の有効は１日間ですの
で、その日のうちに返却し、翌日撮影される方は再度、受付にて申請をお願いします。
(3) ID カードについて
選手・監督・コーチは、会場においてＩＤカードを見えるところに携行してください。
なお、立ち入りできる範囲は次の通りです。
① サブプール、プライベートテントエリア（幼児プール）・・・選手・監督・コーチ
② コーチ席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コーチ
③ 競技中のアリーナ内（ウォーミングアップを除く）・・・・・選手
④ 第２招集所、更衣室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・選手
※本プール１，２Ｆ大会本部等は、競技役員・大会役員及び関係者以外立ち入り禁止としま
す。大会本部に連絡。用事がある場合は、本プール前テント一般受付へお願いします。

２ 競技部
(1) 練習について
① 練習には、必ず監督・コーチが立ち会い、各校で責任を持って行ってください。

開場時間
メインプール

６日（前日）
13:00
13:30 ～ 16:30

７日（１日目） ８日（２日目）
8:00
7:00
8:30 ～ 11:45
7:30 ～ 8:45

※公式スタート練習
は 11:10 ～ 11:30

※公式スタート練習
は 8:10 ～ 8:30

９日（３日目）
7:00
7:30 ～ 8:45

※公式スタート練習
は 8:10 ～ 8:30

（５０ｍ）
競技終了 ～ 17:00
競技終了 ～ 17:00
サブプール
13:30 ～ 16:30
8:30 ～ 17:00
7:00 ～ 17:00
7:00 ～
（２５ｍ）
競技終了
② 公式スタート練習について
３～９レーンで行います。２レーンは 400m 以上のスイム練習に使ってください。１レー
ンは、アップ・ダウン用です。
公式スタート練習の時間以外については、８，９レーンをダッシュ用（スタート側より一
方通行）４～７レーンをアップ・ダウン用、３レーンをペースレーン、１，２レーンをリレ
ー引き継ぎ用（両サイド）とします。なお、混雑状況により変更もあり得ます。
(2) 招集について
予選・決勝とも競技開始１時間前までに第１招集所（幼児プールロビー）で出場を確認し、
２０分前に第２招集所に集合・点呼を完了すること。
第１招集は本人以外でも結構ですが、第２招集は本人が行ってください。
(3) 決勝進出者について
① 予選はすべてタイムレースとし、決勝進出者は上位９名（９チーム）とします。同タイ
ム９位になった場合は、スイムオフを行わず抽選により決勝進出者を決定します。なお、
対象選手は第２招集所にて抽選を行います。
② 決勝進出者で棄権が出た場合、補欠第１位、補欠第２位の順で選手を繰り上げます。た
だし、補欠第２位までとします。
(4) 通告・記録の発表について
① 選手紹介は予選・決勝とも行いますが、予選レースは前レース中に行います。
② 予選終了後、予選の結果、決勝進出者、決勝記録は速報板にて発表します。
(5) 会場使用について
① スタンドは、県ごとにローテーションで割り当てをしております。
※ 最前列通路及びシート間通路には、テントロープ等を張ったり荷物を置いたりしない
でください。
※ 最上段の通路は、荷物置き等に使っても結構ですが、後ろの壁が低いため荷物の落下
等の危険が心配されますので、十分に配慮してください。
※ 最前列手すりにもたれたり、身を乗り出しての応援は危険ですのでおやめください。
また、最前列での立っての応援は後方の方の迷惑となりますのでおやめください。
② 選手控え席は次の通りとします。指定された場所以外の使用はご遠慮ください。
・体育館の控え席（大体育館・小体育館）
各県の参加人数を踏まえて、割り振ります。（３日間固定としますが、荷物は毎日持
ち帰るようにしてください。）
・幼児プールサイド：プライベートテントの設置を認めます。譲り合ってお使いください。
※ 体育館での飲食は、大体育館のスタンド席及び２Ｆロビーのみとします。
プライベートテント内の飲食は認めます。ゴミは各校で責任を持って持ち帰ってくださ
い。
③ 選手控え席及びプライベートテント内はしっかり管理し、無人の状態を作らないように
してください。貴重品の管理は各校の責任で行ってください。
④ プール施設と外との靴は必ず履き替えるようにしてください。
⑤ 更衣室のロッカーの鍵は使用しないでください。また、更衣室に私物を置いたままにし
たり、控え所として使用したりしないようにしてください。あった場合は、係の方で撤去
いたします。

３

式典部
(1) 開会式
① 日時・会場
８月７日（月）１２：００～１２：２０
いわき市立総合体育館大体育館
② 参加者
全員参加を原則とし、各県代表２０名がアリーナに整列します。その他の選手はスタン
ドにて参加してください。スタンドは自由席とします。
(2) 閉会式
① 日時・会場
８月９日（水）１６：００（予定）
プールサイド
② 参加者
各県１０名程度（県委員長選出）が参加してください。また、表彰団（優勝校各３名、
２，３位校各１名）は通告にて連絡しますので、閉会式１０分前までに表彰者控え所に集
合してください。
(3)表彰について
① 個人種目表彰
・男女別個人種目上位８位まで賞状を授与します。男女別リレー種目上位８位まで賞状を
授与します。（３位まではリレーメンバーにも授与する。）
・３位までの入賞者・入賞チームは決勝競技終了後に個人種目表彰式を行います。競技終
了後、受賞者控え所にて待機してください。なお、表彰式で授与される賞状はダミーを
使用します。
② 総合表彰
・男女別８位まで賞状を授与します。優勝校には持ち回りのカップも授与します。
・閉会式に３位まで表彰します。
③賞状に引換について
・８位までに入賞した選手の賞状は、決勝種目終了後に選手に配布する賞状引換券と交換
にお渡しします。１Ｆ賞状引換所（会場図参照）に引換券を提出し受け取ってください。
・賞状は必ず大会開催期間中に受け取ってください。各学校への郵送はいたしません。

４

保健救護部
(1) 事故発生時の対応について
①競技中の事故発生時 ・・・救護係は応急処置のみ行います。必要な場合には、救急病院
に連絡し手配します。医療機関への運搬は、救急車及び各学
校引率者にお願いします。
※各県の専門委員長への連絡を忘れないこと。
②宿舎での事故発生時 ・・・引率責任者は宿舎の人に連絡・相談をし、夜間の救急病院を
利用するか最寄りの病院を紹介してもらうようにしてくださ
い。
※翌朝、各県専門委員長への連絡を忘れないこと）
※ 緊 急 時・・・・ １１９番に電話連絡し、救急車の出動を要請する。

救急病院一覧
○小野整形外科医院（整形外科）
○長谷川整形外科

いわき市平谷川瀬字仲山町５８

２２－２４１４

昼

間

（整形外科）

〃

平字五色町７８

２５－５６９１

昼

間

（外科・内科）

〃

小島町１丁目５－２

２７－６０６０

昼

間

○松村総合病院

〃

平字小太郎町１－１

２３－２１６１

昼・夜

○磐城共立病院＆救急救命センター

〃

内郷御厩町久世原１６

２６－３１５６

昼・夜

○ときわ会

〃

常磐上湯長谷町上ノ台５７

４３－４１７５

昼・夜

○須田医院

常磐病院

(2) 弁当について
宿泊申込みの際に注文した学校に関しては、１１時００分～１３時００分の間に行います。
（空箱も回収いたします）
引換は総合体育館前のツアーデスクにて行います。お弁当引き換え券はございませんので、
引換場所（ツアーデスク）で学校名・個数を係員へお伝えください。
「保冷車」対応としていますが、事故防止のために早めに食事を済ませるようご指導をお願
いします。食べ残しについても持ち帰ることのないようにして下さい。
※食べ終わった弁当の空箱は回収いたします。総合体育館前のツアーデスクに午後３時００分
までに持ってきて下さい。注文した弁当のみにして下さい。他のゴミは必ず持ち帰って下さい。
(3) ゴミについて
① (2) のお弁当については業者が回収いたします。回収時刻を過ぎたものは各校の責任で
お持ち帰りください。
② 会場及び控え所は３日間参加者みんなで使うことになりますので、ゴミは責任を持って
持ち帰るようにお願いします。
５

宿泊交通について
(1) 駐車場について
駐車場は、係の指示に従い、指定された駐車場にお停めください。２１世紀の森公園から
はシャトルバスが出ておりますのでご利用ください。大型バスやタクシーでお越しのチー
ムは、陸上競技場前駐車場での乗り降りとなります。一般道路での乗降は、交通渋滞を起
こす元となりますので、おやめください。プール周辺の駐車スペースは、大会役員・競技
役員用となりますので、駐車券のない車は入場できません。

シャトルバス運行予定（２１世紀の森公園駐車場⇒いわき市民プール（所要：約２０分）
８月７日（月）
８月８日（火）
８月９日（水）
始発６：３０
始発６：３０
始発６：３０
次発７：１５ ・・・・・以後４５分間隔で運行
最終１６：１５
最終１５：３０
最終１４：００
シャトルバス運行予定（いわき市民プール⇒２１世紀の森公園駐車場（所要：約２０分）
８月７日（月）
始発１１：００
最終１７：００

８月８日（火）
始発１１：００
以後４５分間隔で運行
最終１６：１５

８月９日（水）
始発１０：１５
最終１５：３０

(2) 宿泊に関する問い合わせは、配宿された宿舎もしくは下記申し込み先に直接連絡を
取っておこなってください。

株式会社近畿日本ツーリスト東北 郡山支店
〒963-8004 福島県郡山市中町5-1 日本生命郡山中町ビル5Ｆ
ＴＥＬ：０２４－９２３－１２５０ ＦＡＸ：０２４－９２３－１２９７
Ｅ-ｍａｉｌ koriyama@or.knt-th.co.jp
営業時間平日９：３０～１７：３０（土曜/日曜/祝日/年末年始12/29～1/3休業）
「大会お問合せ担当者」担当：根本・長谷川

