
２０２２年１０月３日 

 

           御中 

 

（公財）東京都水泳協会 ジュニア委員会  

 

協力競技役員・前日準備のご依頼の件 
 

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。 

下記競技会において貴殿に協力競技役員として従事の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

期  日  ２０２２年１０月１５日(土)・１６日(日) ＊前日準備 １４日（金） 

大 会 名  東京都ジュニア秋季短水路記録会 

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    １階警備員入口にて７：３０分までに受付をしてください。 

      受付時、健康管理表を提出してください。（ハガキサイズホルダーは各自、持参すること） 

      ＊会場係になっている方は、受付後そのまま 奥の第６ゲートへ直接行ってください。 

      （会場係の方は、（冬場は）寒いので防寒具を持参してください） 

 

集  合  ８：００より大会関係者室にて競技役員の朝礼を行います。 

競技開始  ９：００～        

その他 ①全競技終了後、清掃･終礼を行い交通費を支給いたします。 

    （終礼に不参加・判子無い方・領収書を持参しない 場合、交通費は支給しません） 

    ＊領収書は各自で事前に必要事項を記載し HP よりダウンロードし持参してください。 

印刷する際、原紙サイズ（１日分 A4 サイズの半分）のまま印刷してください。 

    ②持ち物 (1)判子（ハンコ）・・シャチハタは不可 (2)筆記用具 (3)競技役員用健康管理表 

          (4) ハガキサイズのホルダー (5)所定の服装（下記案内をご確認ください） 

    ③その日の出欠状況により、役職が変更になる場合もあります。 

    ④競技役員用健康管理表に必要事項を記載し忘れずに持参してください。 

    ⑤昼食のお弁当はあります。 

 

服  装  ①競技役員資格有り・・競技役員指定のユニフォーム＋白系の室内靴 

      ②競技役員資格無し・・白の無地のポロシャツ・紺系のスラックス＋白系の室内靴 

      （短パン・サンダル等・背中に大きく所属名の記載されているポロシャツもダメです） 

問い合せ  (公財)東京都水泳協会 ジュニア委員会委員長 小野潤一 080-3598-4046 

  

＊今回は、コロナウイルス感染防止の観点と参加人数が多い関係により協力競技役員の 

業務・役割は重要ですのでその意識を持って参加するようにしてください。 

＊別紙の協力競技役員役職一覧にて、役職の確認をお願いします。 

（尚、土日で来る協力競技役員が違う場合、競技役員編成表には土曜日に来る方の名前のみ 

 記載してある場合があります） 

 
前日準備  前日準備の担当になっている団体（前日 と記載されている団体）は１０月１４日（金） 

１９：００に東京辰巳国際水泳場 大会関係者室 にご集合ください。  



公益財団法人　東京都水泳協会 殿

\ 3,000-
但し　競技役員交通費　上記金額を確かに受領しました

年 10 月 15 日

公益財団法人　東京都水泳協会 殿

\ 3,000-
但し　競技役員交通費　上記金額を確かに受領しました

年 10 月 16 日

2022

住所

氏名

団体番号

印

東京都江戸川区西葛西6-13-7 第七山秀ﾋﾞﾙ5F

小野　潤一

【記入例】　　　領　収　書

氏名

団体番号

団体略称

印小野　潤一

13549

コナミ西葛西

13549

コナミ西葛西

（初日）

（２日目）

東京都江戸川区西葛西6-13-7 第七山秀ﾋﾞﾙ5F

2022

住所

団体略称

当日実際にやった係を記入

【記入例】　　　領　収　書

従事役職 会場係

従事役職 会場係

当日実際にやった係を記入



公益財団法人　東京都水泳協会 殿

\ 3,000-
但し　競技役員交通費　上記金額を確かに受領しました

年 10 月 15 日

公益財団法人　東京都水泳協会 殿

\ 3,000-
但し　競技役員交通費　上記金額を確かに受領しました

年 10 月 16 日

領　収　書

（初日）2022

住所

氏名 印

印

（２日目）

団体番号

団体略称

住所

氏名

従事役職

当日やった係を記入

当日やった係を記入

団体略称

領　収　書

2022

団体番号

従事役職



有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

※ 本用紙は事業（大会）実施期間中毎日持参してください。本用紙の提示がないと入場できません。

　　月　　日(　　)
体のだるさ

せ き

その他の症状（　　　　　　）

健康管理表

参加前7日以内
の海外渡航歴

　□なし

　□あり　→国名・都市名（　　　　　）

参加前7日以内の新
型コロナウイルス
感染症陽性者との
濃厚接触

　□なし

　□あり

電　話

生年月日（年齢）

　　月　　日(　　)

【体温：　　　　　】　　　　　
その他の症状（　　　　　　）

　　月　　日(　　)

事業名（大会名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　日 入場許可印

登録番号

【体温：　　　　　】　　　　　

体のだるさ

息 苦 し さ

せ き

公益財団法人東京都水泳協会　.
（運営スタッフ・競技役員用）

息 苦 し さ

　　月　　日(　　)
体のだるさ

せ き

参加者氏名
性別

男・女 住　所

（西暦）　　　　年　　月　　日（　　　歳）

体のだるさ

せ き

（　　　　　）

　　　参加前７日間の健康状態が下記のいずれにも該当しない。　□※該当しない場合は☑

　
　　　　・平熱を超える発熱（ワクチン接種時の副反応による発熱を除く）
　　　　・咳・のどの痛み
　　　　・倦怠感（体がだるい）
　　　　・息苦しい
　　　　・頭痛

新型コロナウイル
スワクチン接種歴

　□未接種　　　　接種日
　□1回目接種済　　①　　　年　　月　　日
　□2回目接種済　　②　　　年　　月　　日
　□3回目接種済 　 ③　　　年　　月　　日

※ 記載された個人情報は法令および規程に基づき適切に取り扱うものとし、健康状態の把握、来場可否の判断および必要な連絡のためにのみ利⽤しま
す。
また、個⼈情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本⼈の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、事業実施会場にて感染症患者

またはその疑いのある⽅が発⾒された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

【体温：　　　　　】　　　　　
息 苦 し さ

その他の症状（　　　　　　）

緊急連絡先
　　（続柄）

その他の症状（　　　　　　）

【体温：　　　　　】　　　　　
息 苦 し さ

様式 S-05



 ＳＱ  登録団体  チーム名  協⼒競技役員⽒名 役職
1  13510  ⾦町ＳＣ  堀松  大 実行委員
2  13528  ＪＳＳ⽴⽯  友井 謙集 実行委員
3  13532  トピレック  佐藤  裕 実行委員
4  13541  藤村ＳＳ  水野 雅博 実行委員
5  13549  コナミ⻄葛⻄  小野 潤一 実行委員
6  13555  ロンド東村山  納⾒ 正⼈ 実行委員
7  13567  ＭＹＳ花畑  吉田 泰久 実行委員
8  13574  ｽｳｨﾝ高島平  ⻘柳 達也 実行委員
9  13611  板橋体協ﾄﾞｰﾑ  橋本  勝 実行委員
10  13613  東京ＤＣ桜台  加藤 景光 実行委員
11  13625  Next One  ⻫藤 順一 実行委員
12  13640  世田谷ＳＳ  芦⽴  康 実行委員
13  13646  大森双葉ＳＣ  檜垣 浩⾏ 実行委員
14  13649  南光ＳＳ  五⼗嵐⽂典 実行委員
15  13656  イトマン品川  安田 清治 実行委員
16  13657  ｲﾄﾏﾝ昭和の森  中川 幸信 実行委員
17  13693  コナミ蒲田  平田 真一 実行委員
18  浦中 和義 実行委員
19  手原 総枝 実行委員
20  神田 光一 実行委員
21  三田 真希 実行委員
22  13026  九段中等  安井 一成 前日
23  13031  都・駒場  稲員 聡太 前日
24  13085  三田  近藤龍之介 前日
25  13219  武蔵野  遠山 志央 前日
26  13236  日大豊山  森重 拓朗 前日
27  13422  日大豊山中学  森重 拓朗 前日
28  13239  日体大荏原  髙橋 勇気 前日
29  13262  目⿊日大  松村 俊明 前日
30  13273  目⿊日大（通信）  松村 俊明 前日
31  13463  目⿊日大中  松村 俊明 前日
32  13458  九段中等  松井  吟 前日
33  13460  武蔵野中  髙橋 彩巴 前日
34  13503  LB  (土)渡辺 菜月、(日)小島 駿紀 前日
35  13617  東久留⽶ＳＣ  阿部 信⾏ 前日
36  13605  ｻﾝMSC  鷲尾 拓洋 前日
37  13558  YCUST   ⽯本直偉士 前日
38  13607  VALUE SS  富田 基道 出発
39  13524  田柄ＳＣ  ⻄脇富智⼦ 通告
40  13638  I.S.F  六本⽊秀高 折返
41  13608  Aim Top  和知登代⼦ 折返
42  13512  ﾙﾈｻﾝｽ早稲田  江刺 信之 折返
43  13544  ﾙﾈｻﾝｽ曳舟  大森  学 折返
44  13545  ﾙﾈｻﾝｽ経堂  宿谷 昂介 折返
45  13568  ﾙﾈｻﾝｽ⻄国分寺  村上 和寿 折返
46  13587  ﾙﾈｻﾝｽ両国  渡辺  匠 折返
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47  13629  ﾙﾈｻﾝｽ北砂  増山あゆな 折返
48  13551  ﾄﾞｰﾑ武蔵野  宮本 恵理 折返
49  13569  ドーム巣鴨  本田 飛鳥 折返
50  13616  ドーム調布  橋本駿太郎 折返
51  13687  ﾄﾞｰﾑ⽂京  大畑陽志朗 折返
52  13530  東京ＳＣ  加藤 国之 折返
53  13531  ＴＡＣ  藤原 真由 PC
54  13676  イトマン小平  仙⽯ 葉奈 PC
55  13602  新代田ＳＳ  ⽊浦 和哉 PC
56  13504  ｲﾄﾏﾝ東伏⾒  宮田 寧々 チャ
57  13523  太陽教育ＳＣ  朝倉 幸夫 チャ
58  13664  ＪＳＳ八王⼦ (土)嘉陽 ⽂香、(日)市川あさひ チャ
59  13673  昭島台ＳＳ  八代 海斗 チャ
60  13501  ロンド上北台  尾崎 由芽 映像
61  13581  コナミ船堀  小川 琴羽 映像
62  13588  コナミ一橋  野中  勝 映像
63  13624  コナミ⻄新井  市川 大智 映像
64  13653  ロンド成増  横山  和 映像
65  13561  ｵｱｼｽ南大沢  広瀬 洋介 映像
66  13612  東京ＤＣ駒沢  乾 加奈⼦ 映像
67  13606  ﾙﾈｻﾝｽ東京  鳥海 稜大 招集
68  13560  ﾙﾈｻﾝｽ⻲⼾ (土)横井 玲郎、(日)鈴⽊ ⿇央 招集
69  13509  アクラブ調布  (土)⽯川 優希、(日)芦田 功輝 招集
70  13539  アクラブ稲城  内藤 修也 招集
71  13553  アクラブ三鷹  板橋 崇夫 招集
72  13557  ｱｸﾗﾌﾞ堀之内  猪狩 達哉 招集
73  13580  ﾒｶﾞﾛｽ八王⼦  水谷 彩葉 招集
74  13582  ﾒｶﾞﾛｽ葛飾  小林孝太郎 招集
75  13593  ﾒｶﾞﾛｽ町田  阿久津美芽 招集
76  13626  ﾒｶﾞﾛｽ小⾦井  渡邊 健⼈ 招集
77  13552  三菱養和ＳＳ  倉澤  翼 招集
78  13577  TSSたまがわ  永田 勇真 招集
79  13516  ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ  松本  航 招集
80  13526  スポフィー  安田  愛 招集
81  13559  ナイス・東京  小林 朱璃 招集
82  13579  ESジャパン  中村 大輔 招集
83  13614  ミ-ズクラブ  新井 惠也 招集
84  13695  Ｔ・HIRO'S  川村 美樹 招集
85  13511  ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬  内村翔太郎 会場
86  13537  ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋  小林みづき 会場
87  13538  ｾﾝﾄﾗﾙ福生  瀧澤 幸美 会場
88  13540  ｾﾝﾄﾗﾙ葛⻄  城山  海 会場
89  13575  ｾﾝﾄﾗﾙ八王⼦  山口 千尋 会場
90  13592  CSときわ台  有馬 大河 会場
91  13598  ｾﾝﾄﾗﾙ⻄東京  大久保 駿 会場
92  13600  ｾﾝﾄﾗﾙ成城  梅林 大貴 会場



93  13604  ｾﾝﾄﾗﾙ⻄新井  小林 祥延 会場
94  13622  ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬  荒井 優吾 会場
95  13644  ｾﾝﾄﾗﾙ墨田区  ⽊下 哲世 会場
96  13654  ｾﾝﾄﾗﾙ南千住  加賀美 帆 会場
97  13660  ｾﾝﾄﾗﾙ東⼗条  山泉 晃也 会場
98  13661  ｾﾝﾄﾗﾙ竹の塚  太田 智博 会場
99  13663  ｾﾝﾄﾗﾙ⻄台  五⼗嵐 慎⼆ 会場
100  13684  CS自由が丘  桑原 理紗 会場
101  13686  ｾﾝﾄﾗﾙ府中  歌川 朋美 会場
102  13694  ｾﾝﾄﾗﾙ目⿊  伊賀ひなた 会場
103  13507  ⽴教池袋SC  遠藤 雄太 会場
104  13584  ｲﾄﾏﾝ上⽯神井  佐竹 宏章 会場
105  13603  ＳＡＴ雪ヶ谷  ⽯坂  亮 会場
106  13630  MTR  吉田 梨紗 会場
107  13633  マック日野  井上 敬太 会場
108  13696  BleikurST  澤野 晧平 会場
109  13670  ｲﾄﾏﾝ富士⾒台  河野 智敬 会場
110  13641  BLAST WAVE  堀田  敏 会場
111  13534  東京ＤＣ  鈴⽊ 璃⼦ 場内
112  13543  GOLD'SGYM KT  小髙 咲弥 場内
113  13550  ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ  高瀬 理恵 場内
114  13573  マリン⻄新井  飯塚  毅 場内
115  13583  ＲＯＸ．Ｊｒ  椿 雄一郎 場内
116  13589  ＳＷＩＦＴ  千住 百香 場内
117  13628  EFFORT  鴨下 ⽂音 場内
118  13643  スイムラン  大森華代⼦ 場内
119  13667  ＡＺ  實平 郁美 場内
120  13681  マリン舎⼈  小林 千桜 場内
121  13689  ASSC  矢吹 紀貴 場内
122  13506  A.S.T  間瀬 菜乃 場内
123  13645  すこやかST  赤澤 有慈 場内
124  13655  ホリコＳＣ  前澤 健太 場内
125  13570  八王⼦ＳＣ  ⻄垣 陽介 場内
126  13595  ｵｱｼｽ多摩川  杉浦 海斗 場内
127  13513  ＭＹＳ国⽴ (土)川上  輝、(日)河村真佑⼦ 場内
128  13527  Ａ＆Ａ⻄東京 (土)高橋 秀和、(日)山本 陵太 場内
129  13610  協栄SC町田 (土)園部 洸晟、(日)市原 侑弥 場内
130  13508  ⾦田⽴川⽴飛  林  真⼦ 機械
131  13554  マック国分寺  櫻井 隆平 機械
132  13542  Ｓｔｙｌｅ１  藤田 海基 記録

ここに記載されていない団体は、今回の競技会においては
協力競技役員が免除となります。


