
関係者各位 

令和３年４月吉日 

大会実行委員会 

 

東京都ジュニア記録会 

２０２１年度東京都南部ブロック春季公認記録会 
 

  貴団体におかれましては益々ご清祥の事と存じます。来る４月２５日（日）に行なわれます 

標記競技会に申し込み頂き誠にありがとうございます。詳細が下記の通り決まりましたのでお知らせ致します。 

 

期 日  令和４(2021)年４月２５日(日) 

会     場  板橋区立小豆沢体育館プール（短水路６レーン） 

         （都営地下鉄三田線 志村坂上駅徒歩５分） 

 

なるべく公共交通機関で来場してください。会場の駐車場は使用できません。 

 

実行委員集合  ６時５５分  プール等入口前 

 

入場注意     選手・コーチ・役員の入場はプール棟入口からになります。 

 

コ ー チ 入 場  ７時１５分 

 ※ 健康管理表とＡＤカードを持参の上入場すること。忘れた場合は入場できません。 

 ※ 検温の実施（３７．５度以上ある場合は入場出来ません） 

 ※ 参加人数の多い順で各団体１名の代表コーチ（場所取り）が選手控え室に入場します。 

           場所取り前にプール棟入口前で説明を行います。 

           本追加要項内の入場順番表をご確認ください。 

           シートを敷く場合は新品シートのみ使用可能とします。 

          ※プール棟入口で外履きから内履きに履き替えることになりますので各自で靴袋を 

用意して下さい。 

           館内（プールサイド等）は、サンダルを着用して下さい。 

サンダルを着用しない場合は、入場できません。 

※館内の水拭き用に使用するため、不要なバスタオル１枚を持参し提供を 

お願いします。 

          ※控え場所の確保完了後、選手入場のお手伝いをお願いします。 

 

団体受付  大会当日の朝８：００より、プログラム等を配布いたしますので、 

      受付デスクにて受け取り下さい。 

 

選 手 入 場  １３歳以上の部  ７時２０分  プール棟入口  ※コーチ入場後 

         １２歳以下の部 １３時００分  プール棟入口  ※コーチ入場後 

         ※ 健康管理表とＡＤカードを持参の上入場すること。忘れた場合は入場できません。 

※ 検温の実施（３７．５度以上ある場合は入場出来ません） 

            入場時は実行委員の指示に従うよう、各団体で選手を指導すること。 

         ※近隣の迷惑になりますので、早い時間から会場近くで待つことの無いようにして 

下さい。 

※ 競技会当日は入場時に混雑が予想されます。 

入場の際、割り込んだり、押し合ったりふざけることなく実行委員の指示に従い入場



出来るよう各クラブにてご指導下さいますようお願いします。 

会場付近での車両乗降は禁止します。大会実行が常時巡回します。 

発見しだい、その団体にはペナルティを課します。 

          ※プール棟入口にて、土足を脱ぐことになりますので各自で靴袋を用意して下さい。 

           館内（プールサイド等）は、サンダルを着用して下さい。裸足は禁止です。 

サンダルを着用しない場合は、入場できません。 

プール棟入口より外出する際は必ず外履きに履き替えてください。 

 

保 護 者 入 場  できません。あらかじめご承知おきください。 

 

アップ開始  ７時２０分（会場の準備ができ次第になります） 

・①②⑤⑥レーンは周回レーンとします。 

③④レーンはスタート練習レーンとします。 

・①～⑥レーンは８時４０分練習終了とします。 
 

アップ開始  １３時００分（会場の準備ができ次第になります） 

・①②⑤⑥レーンは周回レーンとします。 

③④レーンはスタート練習レーンとします。 

・①～⑥レーンは１４時１０分練習終了とします。 
 

小プール    プールサイドに小プール（水深９０ｃｍ幅１３ｍ×６ｍ設定）があり使用できます。 

        女子は壁側、男子はプール側を使用すること。 

 

荷物置き場   女子は１レーン側、男子は６レーンを使用すること。 

※ メインプール・サブプール共に、プルブイ・キック板・フィンのみ使用可とするが、 

実行委員が危ないと判断した物は使用禁止とする。 

 （安全を考慮しての判断となりますので、厳守してください） 

 ウォーミングアップには引率者が必ず付添って下さい。 

         水深は１．３５ｍです。レーンロープには乗らないで下さい。 

         なお、プールは大変混雑が予想されます。なるべく、各所属でのＵｐもお願いします。 

 

※プールで練習する選手は、コースロープにつかまったり、ぶら下がったりせず、所属のコーチが 

監視するようお願いいたします。また、スタート練習する選手はプールサイドで綺麗に並び、 

横入りすることの無いよう、マナーを守って下さい。 

また、コースの使い方を事前に指導し、当日は守るよう配慮願います。 

大会当日には、選手の監視以外にも、コースの使用方法等を他団体の選手へも指導願います。 

実行委員会で危険と判断した場合、プールから退水させる場合もあります。 

 

ア ッ プ 終 了  ８時４０分    １３時００分 

競 技 開 始  ９時００分    １４時１０分 

 

参 加 団 体 数   ３４団体 

参 加 人 数   男子 ３０３名   女子 ２４７名    合計  ５５０名 

参加種目数   男子 ５４２種目  女子 ４２９種目   合計  ９７１種目 

 

９時００分開始  １３歳以上の部、２９２名 

１４時３０分開始  １２歳以下の部、２５７名 

 

◎監督者会議は行いません。下記の注意事項を厳守して下さい。 

 



競技方法 全種目とも、男女別、年齢区分別によるタイムレ－ス決勝で行います。 

 

 

認  定  今大会期間中記録の認定は行いません。各クラブの初級認定員は大会終了後、各クラブにて 

記録認定をお願い致します。 

 

控え場所 ２階剣道場・３階武道場になります。 

      使用する際は新品のブルーシートまたは、毛布を敷いて下さい。 

      これ以外の場所は確保出来ません。 

     ・他の場所の確保はできません。 

 

競技注意 ・水深は１．３５ｍ設定になります。 

・国際標準のスタート台（角度１０度、後ろ足のステップが取り付けられています）が設置 

されています。不慣れな選手が使用する場合、入水角が大きくなり、 

深く入りすぎることがあるので、注意が必要です。水深は、入水地点で、１３５㎝です。 

     ・※スタートは英語「テイク・ユア・マークス」で実施します。 

     ・アリーナ内・集場へ入る際にADカードを首から下げて入場すること。 

   ADカードが無い選手のアリーナ内・招集場への入場は出来ない。 

・ゴールタッチはタッチ板の有効面に確実にタッチして下さい。 

特に低学年への指導を宜しくお願いします。 

・競技終了後、所定の通路より退場して下さい。 

・棄権等は所定用紙を事前にダウンロードし、印刷し記入の上、コンピューター室まで提出して 

下さい。 

     ・アマチュア規定等については十分注意するようにして下さい。 

 

公式競技会・公認競技会において着用する水着は下記の通りとなっています。 

（1）FINA（国際水泳連盟）の公認した水着を着用する事。 

（2）重ね着は、禁止する。着用できる水着は一枚のみとする。 

（3）水着あるいは身体へのテーピングは禁止する。 

（4）水着への二次加工は禁止する。 

（5）水着に記載する所属表示は20c㎡以内とする。  

  つまり、ＦＩＮＡマークの無い水着で泳いだ場合、記録が公認されませんので、ご注意下さい。 

 

招  集 競技開始２０分前から招集を開始します。競技進行に十分注意して下さい。 

     場所は、プールサイドの招集所です。 

     競技開始予定時間通りに進めますので、早くに招集所に集まらないようご注意ください。 

     更衣室内を含め、必ずマスクを着用すること 

 

各種資料  棄権用紙、ＡＤカード、背番号一覧表はＨＰにて掲載してあるものを、各団体において 

ダウンロードして使用すること。 

       ※ADカードは、参加者５名につき１枚です 

・・・例）１３名の参加者＝３枚 

 

棄  権  棄権する場合は所定の用紙を事前にダウンロードし、印刷し記入の上、大会当日の 

競技開始までにコンピューター室まで届け出て下さい。 

なお、競技開始後の届け出に関しては棄権料、１，０００円を支払っていただきます。 

 

会場注意  ・最近、場所取りコーチ入場後、選手が受付・実行委員に 
『○×スイミングの場所、どこですか？』と聞きに来ることが多いので、事前に、 



どの場所を確保するかをお伝え下さい。 

・荷物は控え場所に持って行き各クラブで貴重品と共に管理して下さい。 

特に招集所・更衣室での盗難が多発していますので十分にご注意下さい。 

・また、最近は携帯電話にカメラが搭載されているため、更衣室内に、携帯電話を持ち込み、 

 何らかの操作をすることにより、あらぬ疑いを招くこともありますので、 

 更衣室内には携帯電話を持ち込まぬようにご注意下さい。 

      ・プール棟入口にて、土足を脱ぐことになりますので各自で靴袋を用意して下さい。 

       館内（プールサイド等）は、サンダルを着用して下さい。 

サンダルを着用しない場合は、入場できません。 

・館内であっても、移動の際には、衣類を着用して下さい。 

・会場の駐車場は使用できません。近隣の有料駐車場は使用できますが、台数に限りがあります 

ので車での来場は出来るだけさけ、電車・バスを利用して下さい。 

路上駐車が大変問題になっております。駐車違反は絶対にしないよう各団体は保護者に 

ご指導下さい。 

・会場内にビンの持ち込みを禁止します。尚、ゴミは各チームで責任を持って持ち 

帰って下さい。会場内のゴミ箱に捨てたり、帰る途中、クズカゴに捨てていく事のないように 

お願いします。 

・ガムをかみながらプールサイドへの入場は出来ません。特にコーチの方注意して下さい。 

・プールサイドのコーチ席は譲り合って、ご使用下さい。 

・会場内の器物の破損や、ロッカー室・トイレに落書きなどは絶対しないよう選手の 

ご指導よろしくお願いします。 

・忘れ物は競技会期間中、入口横の受付にて保管しますので、問い合わせは 

競技会期間中に受付までお越しください。 

競技終了後、後片付け後、確認してから処分しますのでご了承下さい。 

・トランシーバーの５・７チャンネルは大会役員連絡用で使用します。 

各クラブでは他のチャンネルをご使用下さい。各クラブのご協力をお願いします。 

・審判長の笛が鳴りましたら、スタートの合図までお静かに願います。 

       選手がスタートに集中できるよう、また、競泳会場でのマナーを小さなうちから、身につけて 

       いたけだけるよう、各所属のコーチからのご指導を宜しくお願い申し上げます。 

 

訂正追加  種目の訂正・追加を希望する場合は 下記の必要事項 をメール本文に書いてご連絡下さい。 

必要事項をエクセルファイル等に作成しての添付は不可です。swimtokyoswim@yahoo.co.jp 

※団体名・団体番号・選手背番号・氏名・ヨミガナ・性別・生年月日・年齢・７ケタ登録番号 

学種・学年・距離・種目・プログラム№・組 ・レーン 

３月 ３１ 日（水）からの種目追加・変更等は１種目につき、手数料１，０００円となります。 

 

選手背番号 本競技会では、大会プログラムの巻末に選手背番号の掲載はありません。 

      追加要項一式に含まれます選手背番号の該当ページを印刷して、大会当日の準備をお願い 

申し上げます。 

 

撮影許可証 ・日本水泳連盟からの通達により会場内でのビデオ及び写真撮影は全て許可制とし、 

許可なく撮影した場合はフィルム・テープ等を没収します。 

・撮影を許可する対象は申込クラブ関係者（各クラブ引率者と出場者保護者に限る） 

のみとし関係者以外の撮影は一切受付ませんのでご了承下さい。 

場合によっては、身分証明書の提示を求める場合がありますので、ご承知おき下さい。 

・撮影を希望する関係者は事前に別紙の申請書の必要事項を記入の上、 

参加団体の承認印を押してもらい、当日、入口の受付にて撮影登録を行って下さい。 

手数料１００円にて、撮影許可証を発行します。 

撮影許可証はホルダーに入れ、首から提げて下さい。 



・発行する撮影許可証は葉書の縦サイズです。入れるホルダーの準備をお願いします。 

ホルダーをお持ちで無い方には、当日、１００円にて販売します。 

・撮影許可証の返却はありません。 

・競技会期間中は警備員が場内を巡回していますが、不審者を見かけた場合は 

競技役員か実行委員まで知らせて下さい。 

 

最終閉館  全ての競技終了２０分後が、最終閉館時刻となります。 

      競技終了後は、お使いの控え場所を簡易清掃の上、至急身支度を調えて頂き、閉館時刻までに 

      お帰り頂きますようお願いします。   

 

前日準備  ４月２４日（土）１８：３０～２１：００ 小豆沢プールにて大会前日準備を行います。 

      プール入口前にいらしてください。 

大会前日準備は大会を開催するにあたり、競技会の前日に必ず実施しているもので、 

前日準備無しでは当日の大会開催はありえません。 

      お忙しいとは思いますが、準備のお手伝いをお願い致します。 

参加されるクラブの御理解と御協力のほど、お願い申し上げます。 

 

申込金   ４ 月１４日（水）～４月１６日（金）に振り込みを完了して下さい。 

みずほ銀行  荏原支店（店番２１６） （普通）１１１２２９４ 南部ブロック実行委員会 

振込み者名は３ケタの団体番号と団体略称名（８字以内厳守）でお願いします。 

例 ９８５ニホンＳＣ 濁点等を含めて合計で１３文字を越えると、通帳に印字されず、クラブ 

      ごとの入金確認ができませんので、厳守して下さい。 

４月１６日までに振込の確認が取れない場合は、申し込み遅延手数料として、 

別途５，０００円を申し受けます。 

領収書が必要な団体は、大会当日、実行委員会室まで申し出て下さい。 

 

重要事項  新型コロナウイルス感染拡大予防の為、下記の事項にご賛同いただける 団体のみの参加と 

      いたしますのでご理解、ご了承ください。 

・当日、会場内には選手・コーチ・監督のみの入場とし保護者・一般の入場はできません。 

・競技会当日及び前日、検温をして37.5 度を超える体温、もしくは体調がすぐれない 

場合は参加を取りやめるよう選手に指示すること。 

      ・競技終了後は速やかに退館すること。 

      ・大会実行委員会の運営方針に従うこと。 

 

ライブ配信  当日は入場できない保護者のために、レースの様子をライブ配信する予定です。 

詳細は後日、ＨＰで発表します。 

 

そ の 他  ご不明な点、お問い合わせ等は下記まで連絡して下さい。 

 高橋 ０８０－３３５５－７８０６ 

 伊藤 ０８０－３３５５－７８７１ 

 

 

 

 

以上の事項を遵守するようご協力お願いします。 



  

参加団体派遣協力競技役員一覧表 

団体名 氏名 競技役員係名 7:00～8:15 8:15～8:40  

九段中等 加藤 麗音 配信 配信準備 配信準備  

都・駒場 鈴木瑠衣 会場 選手誘導 控え場所監視  

新宿 小田暫九郎 会場 アップ監視 アップ監視  

青山学院 菊本岳 免除    

日体大荏原 高瀬 綾香 会場 更衣室監視 更衣室監視  

目黒日大 伊藤裕 進行 全体 全体  

目白研心 杉沼 薫 免除    

九段中等中 飯島 瑠玖 会場 選手誘導 選手誘導  

目黒日大中 伊藤裕     

太陽教育ＳＣ 柳  もえ PC PC準備 PC準備  

Ｓｔｙｌｅ１ 富岡 茉純 招集 選手誘導 控え場所監視  

ﾙﾈｻﾝｽ経堂 清水 裕貴 招集 選手誘導（外） 招集所準備  

YCUST  石本 直偉士 招集 更衣室監視 更衣室監視  

文教大付属 鈴木 裕也 免除    

  名城 良紀 免除    

東急たまがわ 小泉 貴弘 PC PC準備 PC準備  

ｾﾝﾄﾗﾙ成城 木下莉里愛 会場 選手受付 受付  

ＳＣ育水会 五十嵐幸太 配信 選手誘導（外） アップ監視  

新代田ＳＳ 木浦 和哉 PC PC準備 PC準備  

ｻﾝ MSC 緒方 厚子 会場 役員受付 更衣室監視  

Aim Top 和知登代子 招集 アップ監視 招集所準備  

板橋体協ﾄﾞｰﾑ 橋本  勝 出発 プール準備 プール準備  

東京ＤＣ駒沢 乾 加奈子 PC PC準備 PC準備  

Next One 斉藤 順一 出発 出発準備 アップ監視  

MTR 上法雄樹 会場 選手誘導（外） 更衣室監視  

ダイア 安部忍 会場 選手誘導 控え場所監視  

ミミＳＣ品川 佐藤謙太郎 招集 アップ監視 アップ監視  

世田谷ＳＳ 佐野 浩史 会場 アップ監視 アップ監視  

大森双葉ＳＣ 檜垣 浩行 副審 選手受付 受付  

KST 刈田 未来 招集 役員受付 控え場所監視  

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ品川 安田 清治 副審 選手誘導（外） アップ監視  

Peace  西田 あんり 会場 選手受付 アップ監視  

ｾﾝﾄﾗﾙ自由が丘 木下  智矢 会場 選手受付 受付  

コナミ蒲田 平田真一 機械 アップ監視 アップ監視  

ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 岡村  瞳 会場 選手受付 受付  

         高橋 淳也                全体                

無断欠席は認めません。休む場合は、各団体で必ず代行の方を手配して下さい。 
６時５５分 プール棟入口前に集合です。各自筆記用具を用意して下さい。 
 

競技役員朝礼・打合せについて… 

原則、８：１５に、競技役員控え室に集合です。 

下記の係の方は、集合時刻前に競技役員受付を済ませて、各場所にご集合下さい。 

なお、下記の係の方へは、プログラムの配布はありません。 

  招集係・ＰＣ係・場内係・会場係 
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