
関係者各位 

令和２年２月吉日 

大会実行委員会 

 

第 19 回(2019 年度)東京都ジュニアスプリント水泳大会 
 

  貴団体おかれましては益々ご清祥の事と存じます。来る３月７日(土)・８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２(2020)年３月７日(土)・８日(日) 

 

コ ー チ 入 場  （土）７時１５分  （日）７時１５分  スタンド正面 

          ※ 両日とも参加人数の多い順で各団体１名の代表コーチ（場所取り）が入場します。 

           本追加要項内の入場順番表をご確認ください。 

 

団体受付  大会当日の朝、事前申し込みプログラム等をトレーニングルーム前に置いておきます。 

      ８時００分までに取りに来てください。 

８時００分以降は実行委員会室（第４会議室）にて保管します。 

（競技終了後までに取りに来ない場合は処分いたします） 

 

選 手 入 場  （土）７時２０分  （日）７時２０分  ※コーチ入場後 

  コーチ入場後、スタンド入口から入場し、第５ゲートからスタンド席に入る。 

※ 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

出来るよう各団体にてご指導下さいますようお願いします。 

 

保 護 者 入 場  ８時００分～ スタンド正面入口 

 

メインプ－ルでのＷ－Ｕｐは 

     Ｂ面 ・７：２０～８：３０ 周回レーンとします。 

        ・決勝時間中 ２～４レーン 周回レーンとします。 

               １レーン スタート練習レーンとします。 

Ａ面 ・７：４０～８：３０ 全レーンとも公式ＤＳレーンとします。 

上記以外の時はＡ・Ｂ面とも使用できません。 

     なお、各面・レーンとも、１・８は小学２年生以下専用とします。 

※水深１.４ｍ設定で、バックプレート無しのスタート台を設置します。 

 

※プールで練習する選手は、レーン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。 

パドル、シュノーケルの使用は事故防止のため禁止します。（フィンの使用は許可します） 

また、レーン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、レーン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。 

 

サブ・アップ開始  （土）７時２０分  （日）７時２０分 

 

競 技 開 始  ９時００分 



 

参加団体数   ９８団体 

参 加 人 数   男子 １４０７名   女子 １５４１名    合計 ２９４８名 

参加種目数   男子 ２６５０種目  女子 ２８９８種目   合計 ５５４８種目 

 

◎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。 

 

サブプール サブプールでは必ずスイムキャップを着用して下さい。 

ダッシュレーン以外での飛び込みは禁止です。 

壁際のレーンにおいては、横からプールに入ることを禁止します。 

（横からプールへ入れないように、カラーコーンにて柵を設置します。） 

      下記の様に男女別に荷物置場を設け、コースも分けます。 

       また、ウォーミングアップには引率者が必ず付添って下さい。 

女子選手は、サブプールの窓側の赤台を『女子用荷物置場』として使用し、 

窓側３コースにて泳いで下さい。 

男子選手は、サブプールのスロープ側の赤台を『男子用荷物置場』として使用し、 

スロープ側３レーンにて泳いで下さい。 

４レーンは男女共用のスタートダッシュ専用レーンとします。 

スタート台が付いています。 

なお、７時２０分～８時３０分は低学年専用の周回レーンとします。 

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。 

 

競技注意 ・水深は１．４ｍ設定になります。 

 ・予選は２面で競技を行います。 

なお、競技種目によって、時間の関係により当初の予定時刻から変更になることもあります 

ので招集ボード、およびサブプール壁面などに掲示する進行状況の案内をよく確認して下さい。 

 ・本競技会の幼児区分はタイムレース決勝、小学生区分は予選・ＡＢ決勝方式となります。 

      予選はＡ面男子・Ｂ面女子で競技を行い、Ａ決勝はＡ面、Ｂ決勝はＢ面で行います。 

      ＡＢ決勝は、低学年から男女交互に競技を行います。 

・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。 

・棄権等は所定の用紙は各団体にて用意して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。 

     ・予選で同タイムの場合、決勝への進出者決定は抽選を行います。 

・決勝の補欠選手も招集へ行き、チェックを受けて下さい。 

・直接決勝になることもありますので、予選競技を棄権する場合は、早めに棄権用紙を 

提出して下さい。 

・予選競技の参加者が８名以下の場合は、直接決勝を行います。 

 



会場注意  ・今大会は、参加人数が多く、会場の混雑が予想されます。 

       スタンドの席は、必要以上に多く取ること無く、譲り合って確保して下さい。 

       また、各所属の保護者専用席はありませんので、各所属にて案内をお願いします。 

・最近、場所取りコーチ入場後、選手および保護者が受付・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、スタンドの 
どの場所を確保するかをお伝え下さい。 

  ・ロッカーは使用禁止です。荷物は観覧席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。 

以前の大会では、男子ロッカーに荷物を入れて、使用し、扉が開かなくなり、扉を 

壊した選手がいます。このようなことが発生すると、辰巳水泳場が使用 

できなくなり、大会がなくなることもありえます。十分、注意して下さい。 

・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。 

・プールサイドは素足、またはサンダルでお願いします。靴は役員以外、使用できません。 

なお、前回の大会において、サンダルを履いたまま更衣室内を通り抜ける選手が 

多くいました。このように、マナーが悪い場合は、競技役員以外の履き物を全面禁止に 

することもありますので、選手は十分、気を付けて下さい。 

・観覧席の使用は各団体で譲り合って使用し、毛布及びシートは決められた場所で使用 

下さい。 

消防署からの指摘により、館内の敷物（場所取り）が、ほぼ全面禁止になっております。 

地下１階のトレーニングルームを控え場所として使用することが出来ます。 

使用する際には、各団体とも必要以上に確保することの無いよう、譲り合って使用して 

下さい。トレーニングルームへの出入りは、サププール横の更衣室入口のみです。 

トレーニングルームへの出入りは、監督・コーチ・選手のみで保護者などはお断りします。 

 床面汚れ防止のため、ご利用の団体は、不用になりましたバスタオルを１枚、無償提供 

 いただきますよう、よろしくお願いします。 

 場所取りコーチ入場時に回収させて頂きます。 

・観覧席の使用は、各クラブ譲り合って使用して下さい。 

毛布及びシートは、決められた場所で使用して下さい。 

  ・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クラブは保護者に 

ご指導下さい。 

・会場内にビン・カン・ペットボトルの持ち込みは禁止されています。尚、ゴミは各チーム 

責任を持って持ち帰って下さい。くれぐれも帰る途中、公園内の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・サブプールへの入場は出来ません。 

特にコーチの方注意して下さい。   

・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、第３ゲート付近の机の上にて保管しますので、問い合わせは 

競技会期間中に選手受付までお越しください。 

競技終了後、後片付け後、各団体スタッフの確認後に破棄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。 



・賛助会員席に物などを置いての場所取りは禁止です、また、賛助会員登録されていない方 

が席に座ることはできません（お子さん・選手等も含む）。 

 

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

     競技開始予定時刻から２０分以内の変更に関しては、放送の案内をいたしません。 

     ＡＢ面のデッキに設置してある招集ボード、または、サブプールの壁面にある競技進行表示を見て、

遅れないように協力をお願い致します。 

     ＡＢ決勝の招集は予選Ａ面と同じ場所にて行います。 

      ※決勝の補欠選手も招集所に規定時刻に行って下さい。 

 

棄  権  棄権する場合は所定の用紙に記入の上、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。 

決勝競技を棄権する場合は、該当競技の開始予定時刻の１時間前までに、棄権手数料として、 

１０００円を添えて棄権用紙をコンピューター室まで提出して下さい。 

棄権用紙の提出無く決勝競技を棄権した場合は、３０００円を徴収します。 

 

決勝競技  招集・・・招集は海側デッキ（飛び込みプール側）です。 

           招集ボードをよく確認し、遅れないようにご集合下さい。 

           低学年の選手に限り、コーチが付き添って頂いても構いません。 

           補欠選手もご集合下さい。 

      入場・・・Ａ決勝は１競技ごと１名づつ、入場ゲートにて選手紹介をし、各自のコースまで、 

入場します。 

           競技終了後、表彰がありますので、衣類は各自で着用するかコースまで持って 

入場して下さい。競技終了後に招集所に戻ることはできません。 

衣類は、各レーンの衣装箱に置いて下さい。 

Ｂ決は選手紹介を行いません。 

      競技・・・Ｂ決勝（Ｂ面）、Ａ決勝（Ａ面）の順で男女交互に競技を行います。 

      表彰・・・Ａ決勝競技終了後、Ｂ面デッキに移動して下さい。 

           １競技ごとに、１位から８位までを表彰しますので、衣類を着用する準備を 

して下さい。 

           １～３位の選手には、メダル、及び賞状を授与し、 

４～８位の選手には賞状を授与します。 

また、１位～８位の選手には、決勝進出オリジナルスイムキャップをプレゼント 

します。 

Ｂ決勝競技終了後は所定通路より退場します。 

      写真撮影・Ａ決勝表彰後、撮影所にて、１名づつ、記念写真を撮影します。 

 

申込確認  決勝競技が有るため、申し込み後の種目の訂正はできません。 

☆申込状況配信 

       団体別に申込状況をファイルにてメール送信します。 

       ご希望の団体の責任者は下記までメールを送って下さい。swimtokyoswim@yahoo.co.jp（担当・伊藤） 

 

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。 

 



 

優秀選手 男女別、各学年１名を優秀選手として２日目の競技終了後、プールサイドにて表彰いたします。 

各種目で優勝した選手の記録を短水路日本記録と比較し選考します。 

優勝種目数ではなく、対比の高い方を優先します。 

各種目で優勝した選手のコーチは、別途、配布する優勝者登録書を記入し、コンピュータ室へ 

提出して下さい。優勝者登録書の提出が無い場合は優秀選手の対象から除外します。 

優秀選手の選考はコンピューター室で行います。 

優勝した選手で、気になる担当のコーチの方はその都度、聞きに来て下さい。 

決定次第、該当選手のコーチに伝えます。 

 

その他  この競技会は、選手活動の普及を目指しているため、競技会要項集に記載されているとおり、 

全国大会の出場権利を得た選手は参加できません。 

○注全国大会とは、日本選手権・全中・夏季ＪＯ・春季ＪＯ等です。 

① 今年度の夏季ＪＯ大会に出場した選手はこのスプリント大会には申し込むことができません。 

（夏季ＪＯで参加した年齢区分は無関係です） 

個人種目は勿論のこと、リレーのみの選手、棄権した選手の出場も含みます。 

全国大会での出場種目をこのスプリント大会で外して参加することもできません。 

②前回のスプリント大会でも、多数の選手が上記の違反で申し込みました。 

今回も、厳重チェックを行い、該当クラブには大会当日、責任者に来て頂き、注意します。 

③ 今回のスプリント大会申し込み時点で春季ＪＯの出場権を得た選手も参加できません。 

④ スプリント大会申込後、全国大会への出場が決まった選手はメール連絡して下さい。

swimtokyoswim@yahoo.co.jp （担当・伊藤）  

※団体名、選手背番号、選手氏名、性別、学年、種目、エントリータイム 

２月２６日を送信締切とします。 

申し込み種目は削除と返金をせず、オープン参加扱いで参加可能とします。 

 

撮影許可証 ※原則的に、各団体から事前申請にて発行します。 

       急に来場される保護者の方へは下記の方法にて対応します。 

・日本水泳連盟からの通達により会場内でのビデオ・カメラ・携帯電話・スマホ等での撮影は 

全て許可制とし、許可なく撮影した場合は撮影機器・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、当日、参加団体のコーチが大会関係者室(担当：手原)にて 

撮影登録を行って下さい。手数料２００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。 

 

速報配布について  事前に申し込んであるクラブには全競技終了後、第５会議室（速報室）にて速報を 

お渡しします。速報の種類は申し込み時に指定頂いた紙速報またはＣＤ速報になります。 

 

メダル賞状 競技会終了後、お渡しした参加賞・メダル・賞状・決勝進出オリジナルスイムキャップの不備に 

ついては、３月１０日（土）までに、参加団体のコーチからご連絡下さい。 

この日以降は対応できません。swimtokyoswim@yahoo.co.jp（担当・伊藤） 



着用水着  着用水着に関しては、原則的に下記のルールに準じる通りとします。 

（1）FINA（国際水泳連盟）は付いていなくても良いが、形状は公認水着の規定に準ずる。 

（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。 

      公式公認競技会水着着用基準に準じて判断し、著しく逸脱した場合、審判長判断によって 

失格になる場合があります。 
（２）・（３）・（４）を違反した場合は、失格の対象となります 

 

ランキング販売 行いません。 

 

速報販売    行いません 

 

特別出店販売   第１ゲ－ト屋外にて、ＭＩＺＵＮＯが水泳用品を販売し、 

サンワが、かわずぽグッズを販売します。 

（公財）日本水泳連盟からの推薦商品を多数揃えての販売になります。 

     是非、この機会に、商品をご覧頂き、ご購入下さい。 

 

幼児区分種目について・・・ 

 ・Ａ面にて男女別タイムレース決勝を行います。 

 ・招集は１５分前より飛び込みプールサイドにて行います。 

  なるべく保護者が付き添ってください。 

 ・招集後、付き添った保護者は指定されたプールサイドにて観戦できます。 

 ・競技後は付添の方が、指定のルートから退場させてください。 

・競技はＦＩＮＡ承認水着でなくてかまいません。 

・スタンド側からスタートします。 

・オープン競技となりますので、スイムレコードドットコムへの掲載はありません。 

 ・レース中、途中で立つことのないよう、十分に練習して出場して下さい。 

 ・各種目、上位８位までの表彰を行います。 

 

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、お使いのスタンド席を簡易清掃の上、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。   

 

泳力検定について 

本競技会にて樹立した記録は予選、決勝を問わず(公財)日本水泳連盟泳力検定(※別紙参照)の認定対象とし

ます。 

出場種目の記録が認定基準を満たし、認定を希望する場合は第３ゲート付近の「泳力検定認定デスク」にて

認定手続きを行ってください。（認定料1,000円） 

 ※認定者には「認定証・認定バッジ」を授与します。 

 

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。 

        小野  潤一   TEL080-3598-4046 

 

 

 

 

以上の事項を遵守するようご協力お願いします。 



朝の辰巳水泳場への選手入場ルート 
 

２階スタンド席からの入場ルートは、コンビニがある交差点からドッグラン方向に向かい駐車場横の通路 

から、並んで下さい。下記の地図の赤線。 

 

入口は７時２０分に開けます。 

 

 

 



令和２年２月吉日 
 

 

           御中 
 

            殿 

 

(公財)東京都水泳協会ジュニア委員会 

 

 

競技役員ご依頼の件 

 

謹啓 

貴殿におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は、競技水泳並びに水泳競技会に対し絶大なるご理解をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、この度、下記競技会において貴殿に競技役員（別紙参照）として御尽力を煩わしたく存じますので、 

ご多忙中まことに恐縮ではございますが、是非とも御出席下さいますよう、お願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

競技会名 第19回(2019年度)東京都ジュニアスプリント水泳大会 

主  催 (公財)東京都水泳協会 

主  管 (公財)東京都水泳協会ジュニア委員会 

会  場 東京辰巳国際水泳場（短水路８レーン×２面）東京都江東区辰巳２－８－１０ 

     有楽町線 辰巳駅･新木場駅下車 徒歩10分 京葉線 新木場駅下車 徒歩10分 

受付時間 競技役員控え室にて競技役員の受け付けを行います。 

     出欠席を必ず連絡して下さい。変更等の時も必ず連絡して下さい。 

     競技役員証をお持ちの方は持参し、競技役員受け付けまで提出して下さい。 

集合時間 ８：１５です。大会関係者室にて全体朝礼を行います。 

主任会議 ８：００より行います。 

打ち合せ 全体朝礼後から各係り・役職別に打ち合わせ等を行います。 

競技開始 ９：００ 

競技終了 １８：００ （予定） 全競技終了後、片付けがあります。お願い致します。 

      終礼後、交通費の支給をし、領収書を記入する際、判子(ハンコ)が必要です。（シャチハタ不可） 

     ※競技終了→会場撤収→スタンド清掃→終礼→交通費精算の順番になります。 

服  装 ①競技役員指定のユニフォ－ムをお持ちの方は、指定のユニフォ－ムでお願いします。 

     ②競技役員指定のユニフｫ－ムをお持ちでない方は次の服装でお願い致します。 

       ・白の無地のポロシャツ 

       ・紺色のスラックス等（ジャ－ジ等） 

       ・白色の室内用運動靴  （注意）短パン、サンダル等はご遠慮下さい。 

 

問い合せ ご不明な点、お問い合わせは下記まで連絡して下さい。 

        小野  潤一   TEL080-3598-4046 

以上 

実行委員は職員通用入口前に７：００に集合して下さい。 

実行委員以外で朝から、お手伝いできる方は一緒に入場して下さい。 

  実行委員は（土）は青色シャツ（日）は黒色シャツを着用して下さい。 
 



参加団体派遣協力競技役員一覧表 

ロンド上北台 天野 静楓 ＰＣ ｽｳｨﾝ高島平 井澤 俊子 表彰 墨田区体育館 中村 優 計時 

Ｓ．Ｉ．Ｔ 川田 愛実 ＰＣ ｾﾝﾄﾗﾙ八王子 佐々木天太 計時 ドーム東村山 菅原 陸 招集 

江戸川ＳＳ 手原 総枝 表彰 東急たまがわ 小泉 貴弘 ＰＣ 南光ＳＳ 五十嵐文典 副審判長 

ｲﾄﾏﾝ東伏見 宮田 寧  々 速報 ﾒｶﾞﾛｽ八王子 東 大地 計時 成増ロンド 横山 和 場内 

A.S.T 田形陽夢実 場内 コナミ船堀 村田 彩里 計時 ｾﾝﾄﾗﾙ南千住 加賀美 帆 招集 

アクラブ調布 鈴木 未空 速報 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾 皆川 桂太 計時 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ品川 安田 清治 副審判長 

金町ＳＣ 堀松  大 出発 ＲＯＸ．Ｊｒ 椿 雄一郎 計時 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 中川 幸信 出発 

ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬 古谷 啓登 招集 ｲﾄﾏﾝ上石神井 小関  隼 場内 ｾﾝﾄﾗﾙ東十条 二角 達也 招集 

ﾙﾈｻﾝｽ早稲田 山崎 紗良 計時 ﾙﾈｻﾝｽ両国 小林 悠大 計時 ｾﾝﾄﾗﾙ竹の塚 濱出 美帆 計時 

ﾒｶﾞﾛｽ三鷹 栗田 頌平 計時 コナミ一橋 遊長 沙織 記録 ｾﾝﾄﾗﾙ西台 荒井 宏太 場内 

ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ 若林 清子 計時 ＳＷＩＦＴ 奥田 梨乃 表彰 ＡＺ 杉山孝佳子 映像収録 

太陽教育ＳＣ 柳  もえ ＰＣ セ・ときわ台 井上  亮 場内 ｲﾄﾏﾝ富士見台 石橋 宏一 速報 

田柄ＳＣ 植井 勝己 計時 ﾒｶﾞﾛｽ町田 吉田 雄大 計時 秋川文化ＳＳ 平川 善夫 ＰＣ 

Ａ＆Ａ西東京 坂田尚太郎 速報 ユース町田 小野川 隆 招集 マリン舎人 押田 華澄 映像収録 

ＪＳＳ立石 塩谷 隆治 優秀選手 毎日ＳＰ高砂 涌井美智子 場内 ｾﾝﾄﾗﾙ保谷 渡部  善秀 場内 

東京ＳＣ 久我隆章 副審判長 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 青木 美樹 場内 セ・自由が丘 木下  智矢 招集 

ＴＡＣ 佐古 純子 計時 ｾﾝﾄﾗﾙ成城 井田    翔 招集 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 歌川 朋美 場内 

トピレック 浦中 和義 副審判長 ＳＣ育水会 足立 光駿 表彰 ﾄﾞｰﾑ文京 佐々木千穂 速報 

東京ＤＣ 庄司 勇樹 招集 ＳＡＴ雪ヶ谷 狐塚 宏美 表彰 コナミ蒲田 平田 真一 音響 

ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋 阿久津美沙緒 印刷 ｾﾝﾄﾗﾙ西新井 小林 祥延 計時 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 新倉  久江 招集 

ｾﾝﾄﾗﾙ福生 萩野 未歩 場内 協栄ＭＤ町田 橋本 成信(土 機械 ﾐﾅﾄｸ 中村明子 招集 

ｾﾝﾄﾗﾙ葛西 佐藤 克己 計時  入澤亜実佳(日 機械 墨田区体育館 中村 優 計時 

藤村ＳＳ 水野 雅博 役員 板橋体協ﾄﾞｰﾑ 橋本  勝 出発    

Ｓｔｙｌｅ１ 和田啓佑 電光操作 東京ＤＣ駒沢 髙橋 美紀 記録    

GG北千住 酒井 満則 招集 東京ＤＣ桜台 加藤 景光 電光操作    

ﾙﾈｻﾝｽ曳舟 酒井 遼 計時 ミ-ズクラブ 松本 誠央(土 計時    

ﾙﾈｻﾝｽ経堂 野口 栄典 表彰  石井 友規(日 計時    

コナミ西葛西 小野 潤一 審判長 東久留米ＳＣ 貫井  敦(土 場内    

ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ 岡野 和樹 大型映像  阿部 信行(日 場内    

三菱養和ＳＳ 多根 大輝 印刷 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 小澤 有未 場内    

マック国分寺 幸地 諒太 計時 Next One 斉藤 順一 出発    

ロンド東村山 納見 正人 音響 ﾒｶﾞﾛｽ小金井 渡邉 健人 計時    

ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 牧野勇登 優秀選手 EFFORT 髙木 悠乃 場内    

東京成徳SS 藤本 竜成 計時 ﾙﾈｻﾝｽ北砂 岩田 洋平 招集    

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ S綾瀬 森岡 直樹 大型映像 マック日野 田中 光里 ＰＣ    

多摩ＳＣ 増島 瑠亮 場内 ダイア 齋藤 功大 表彰    

ＭＹＳ花畑 吉田 泰久 大型映像 BIG竹の塚 今井 沙樹 役員    

ドーム巣鴨 高野 陽平 速報 ミミＳＣ品川 高橋 淳也 表彰    

ＳＧＳＴ 下山佐智子 場内 I.S.F 久保 優佳 計時    

マリン西新井 丸山 慧 大型映像 スイムラン 秋山誉 計時    

２日間での派遣になり、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。 

（土）８時１５分  （日）８時１５分までに、各自、筆記用具を用意し、大会関係者室内の競技役員受付を済ませて集合願います。 

下記の係の方は、集合時刻前に大会関係者室にて受付を済ませて、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。 

・ ＰＣ、印刷、映像、電光、収録、優秀、音響はコンピューター室に７：４５集合です。 

・ 場内係と会場係はプログラム販売所に７：４５集合です。 

・   表彰係は第５会議室に９：１５集合です。 

 


