
１．名 称　　　 赤穂市室内水泳競技大会
２．主 催　　　 赤穂市水泳協会
３．後 援　　　 明石市水泳協会 淡路水泳協会
４．期 日　　　 令和　３年　１月２３日（日）午前１０時１５分 競技開始予定（開場予定午前８時３０分）

アップ開始　男子：８時４５分～９時１５分　女子：９時２０分～９時５０分
なお新型コロナウイルス感染防止に伴う緊急事態宣言、またはまん延防止宣言が発令さ
れた場合大会を中止します。

５．場 所 　　　赤穂市民総合体育館室内プール（２５ｍ×７コース）
〒678-0239 赤穂市加里屋1278 TEL.0791-45-2091

６．競技方法
①２０２１年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則による。
②全種目を決勝タイムレースとする。
③区分は、小学生５０ｍ種目（自由形除く）以外は共通とし競技は混合で行う。
④５０ｍ種目は自由形を除き小学生限定種目とする。

７．競技種目及び出場標準タイム

小学生  中学生  一 般 小学生  中学生  一 般
1-00-00 55-00 45-00 1-00-00 55-00 45-00
1-45-00 1-30-00 1-20-00 1-45-00 1-35-00 1-30-00
3-20-00 3-10-00 3-00-00 3-25-00 3-20-00 3-10-00
1-00-00 **** **** 1-00-00 **** ****
1-50-00 1-40-00 1-30-00 1-50-00 1-40-00 1-30-0 0

**** 3-30-00  3-20-00 **** 3-45-00 3-30-00
1-00-00 **** **** 1-00-00 **** ****
1-55-00 1-45-00 1-35-00 2-00-00 1-50-00 1-40-00
**** 3-40-00 3-30-00 **** 3-45-00 3-40-00

1-00-00 **** **** 1-00-00 **** ****
1-55-00 1-45-00 1-35-00 1-55-00 1-50-00 1-40-00

**** 3-40-00 3-30-00 **** 3-45-00 3-40-00
 3-45-00 3-40-00 3-30-00 3-50-00 3-45-00 3-35-00

８．申込規定
（１）資 格 （イ）2021 度(公財)日本水泳連盟競技者登録完了者に限る。（未登録者は参加資格がありません）

（ロ）Web－ＳＷＭＳＹＳによるエントリーに限る。
（ハ）コロナ禍開催の今年度は以下の第１・第２・第３区分に該当するチーム

所属選手に限る。
第１区分　明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市・赤穂市所属のチーム
第２区分　西播地区所属のチーム
第３区分　過去、３年間（2017・2018・2019年）に本競技会に参加したチーム

【当大会はＷｅｂ－ＳＷＭＳＹＳの「競技者エントリー用登録」で登録された選手の
エントリーはできません。エントリーされた場合は削除いたします】

（２）制 限 （イ）１人２種目以内とする。
（ロ）各グループの標準タイムの泳力を有する者。

　　【400ｍ自由形400ｍ個人メドレーの特別記録レース参加について】
　　　★上級大会の標準記録突破を狙う選手に限る。
（３）申込方法 【競技会要項2021 年度参照】
　　◆（公財）日本水泳連盟 Web-SWIMSYS によりエントリーデータを作成する。

提出物  ・競技会申込一覧表
【赤穂市室内水泳競技大会申込一覧・協力役員申請書】を
ＦＡＸで  ０７９１－４３－６１０７（赤穂市立尾崎小学校；大田真也）へ事前に送信し、 
（電話　０７９１－４３－２１０８） 
所属長押印の上、競技会当日受付に提出する。
・エントリーデータ送信・提出の必要はありません。
ただし、データ不備については変更や申込金は返金できません。
・大会申込金は、大会当日の受付で支払う。
★〆切 ２０２２年 １月６日（木）必着
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　　第２９回赤穂市室内水泳競技大会要項　〔１２月１日変更版〕
＜旧三都市 友好大会＞ 【 大会コード：２８２１７１４ 】
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全国JOCジュニアオリンピックカップ・国際大会日本代表選手選
考会標準記録突破を目指し１０秒程度となる選手に限る。各ﾁｰ
ﾑで厳選して申し込んでください。本レース参加も１種目として扱
います。
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（４）申込金 （イ）１種目 ７００円
（ロ）プログラム １部 ７００円（当日売７００円）
（ハ）速報；ファイル（メール送信） １，０００円

（５）連絡先
 ＜連絡先メール＞
★アドレス akohsuikyou＠iris.eonet.ne.jp
(赤穂市水泳協会競技会専用＝村田宅)

＜競技会関係＞
★赤穂市水泳協会事務局 赤穂市尾崎3117-3

赤穂市立尾崎小学校　大田真也　　
電話　.0791-43-2108　
　（または、会長携帯へ　大田俊也　090-8484-2383）

９．表 彰
（イ）各種目３位まで表彰する。
（ロ）各種目優勝者にはメダルを授与する。
（ハ）特別記録レース種目は、表彰を行わない。

10．そ の 他
（イ）競技場において、選手が負傷したり疾病にかかった場合、主催者側は応急の措置は
　　　とるが、重傷等で救急の出動を要請したり、医療機関に処置を依頼した場合も、必
　　　要経費その他いっさいの責任を負わない。また、会場外における事故についてもい
　　　っさいの責任を負わない。
（ロ）本大会結果として、個人の氏名等が新聞、WEB ページ等に掲載されることについて、
　　　本人及び保護者が同意することを各所属で事前に確認して申し込んでください。
（ハ）大会役員について
　　　大会役員の協力は、大会参加必須条件です。ご協力をお願いい たします。
　　　参加チームは最低１名の競技役員の協力を義務とします。
　　(協力して下さる団体は何名でもかまいません。交通費、昼食は準備いたします。)
（ニ）参加申込受付確認をメールかＦＡＸで送信します。この確認ができない場合は、
　　　申込が完了しておらず、大会には出場できません。必ず確認してください。

 （ホ）新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、安全面に配慮して競技会を開催します。
　　　赤穂市水泳協会作成「水泳競技会における新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止
　　　対策」　を確認のうえ、参加チーム（選手）は自他の健康に細心の注意を払い、今後の
　　　競技会運営に支障がないように、要項をご理解の上、競技会に参加してください。
　　　また動線についても記載していますので確認願います。
　　

11．競技順序
１．女　　　子 50ｍ 自 由 形 １７.特別記録ﾚｰｽ女子400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ
２．男　　　子 50ｍ　〃 １８.特別記録ﾚｰｽ男子400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ
３．女　　　子 200ｍ 自 由 形 １９.女　　　子 100ｍ 自 由 形
４．男　　　子 200ｍ　〃 ２０.男　　　子 100ｍ　〃
５．小学女子 50ｍ 平 泳 ぎ ２１.特別記録ﾚｰｽ女子400ｍ自由形
６．小学男子 50ｍ　　〃 ２２.特別記録ﾚｰｽ男子400ｍ自由形
７．女　　　子 200ｍ　〃 ２３.女　　　子 100ｍ 平 泳 ぎ
８．男　　　子 200ｍ　〃 ２４.男　　　子 100ｍ　〃
９．小学女子 50ｍ 背 泳 ぎ ２５.女　　　子 100ｍ 背 泳 ぎ
１０.小学男子 50ｍ　　〃 ２６.男　　　子 100ｍ　〃
１１.女　　　子 200ｍ　〃 ２７.女　　　子 100ｍ ﾊ ﾞ ﾀ ﾌﾗ ｲ
１２.男　　　子 200ｍ　〃 ２８.男　　　子 100ｍ　〃
１３.小学女子 50ｍ ﾊ ﾞ ﾀ ﾌﾗ ｲ ２９.女　　　子 200ｍ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ
１４.小学男子 50ｍ　　〃 ３０.男　　　子 200ｍ　〃
１５.女　　　子 200ｍ　〃
１６.男　　　子 200ｍ　〃



　　〔赤穂市室内水泳競技大会〕申込一覧表・協力競技役員申請書　【別紙１】

　　　団体名 略称団体名

　　　代表者名 印　　　団体No

　　　住　所　〒　　　　　－

　　　TEL FAX

　　　記載責任者名 印

　　　入力者名責任者

　　　申請内容問い合わせ先（携帯可）

　　　協力競技役員＜　　　　　　　　　　　　　　　＞　　＜　　　　　　　　　　　　　　　　＞
　　　（1名以上　協力下さるチームは何名でも可　競技役員登録種別〔①・②・無〕も記入すること）

　　　速報メール申し込みの方は送付先メールアドレス記入願います。

　　　メールアドレス：

　　【参加申込内訳】

予約プロ

円

参　加　者
小学男子
小学女子
中学男子
中学女子

プログラム　　　 　　　　　７００円×　　　　　　　　 部　＝　　　　　　　　　　　　　円

　　４枚目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額

　（Eメール）　　　　　　１０００円×　　　　　　　　　部　＝　　　　　　　　　　　　　円

申込金合計

　領収書内訳内容
　宛名
　　１枚目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額
　　２枚目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額
　　３枚目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額

速報

個人種目　　　　　　　　　７００円×　　　　　　　種目　＝　　　　　　　　　　　　　円

一般男子

合　　計

一般女子

参加個人種目

速報
ﾒｰﾙﾌｧｲﾙ



⾚穂市⽔泳協会 
2021 年 12 ⽉ 1 ⽇ 

 

⽔泳競技会における新型コロナウイルス（COVID-19）感染防⽌対策  

 
競技会開催に際し、新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡⼤への備えと「三つの密」を回避  
するため、次のような対策を⾏います。  
参加されるチーム・選⼿は責任をもって順守いただき、競技会への参加をお願いいたします。  
なお、順守いただけないと判断した場合には、他のチーム・選⼿の安全を確保する等の観点から、 
競技会参加を取り消したり途中退場を求めたりする場合もございますので、予めご承知ください。 

 なお、新型コロナ感染防⽌に伴う緊急事態宣⾔、まん延防⽌宣⾔等が発令された場合、⼤会を中⽌します。 
 
※控え場所および移動経路については下記によりますのでよく確認してください。 
 控え場所：メインアリーナおよびメインアリーナスタンド 
 着替え場所 

男⼦更⾐室：メインアリーナ男⼦更⾐室（シャワールーム有） 
⼥⼦更⾐室：メインアリーナ⼥⼦更⾐室（シャワールーム有） 

 移動経路  
⼊場：メインアリーナ控え場所 → メインアリーナ内第１招集 → プール男⼦更⾐室 → 第２招集  

   退場：⼩プール前 → プール１レーン側通路 → プール折返側 → プール⼥⼦更⾐室  
      → メインアリーナ等各チーム控え 
 
【参加するにあたり参加チーム・参加者が順守していだだきたい事項】 
  ・以下の事項に該当する場合は参加を⾒合わせてください。 

 □平熱を超える発熱（概ね 37.5 度以上若しくは平熱より 1 度以上⾼い） 
 □咳・のどの痛み・⾵邪等の症状（花粉症は除く） 
 □倦怠感（強いだるさ）、息苦しさ（呼吸困難）がある。 
 □臭覚や味覚の異常。 
 □同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合。 
 □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る国、地域等へ 
 の渡航⼜は当該在住者との濃厚接触がある場合。 

 ・マスクを必ず持参し着⽤してください。 （更⾐室・招集所・選⼿控え場所・観覧席・プールサイド・ 
トイレなど）  

・⼤声での会話、応援等はしないでください。 
・こまめな⼿洗い、⼿指消毒を⾏ってください。  
・他の選⼿や競技役員等の⼤会スタッフのとの距離（できるだけ１ｍ以上）を確保してください  
・競技会終了後 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、⾚穂市⽔泳協会対して 
 速やかに濃厚接種者の有無等について報告してください。  

 ⾚穂市⽔泳協会 
  会⻑ ⼤⽥ 俊也  
  （電話 ０９０−８４８４−２３８３） 
 



【選⼿・監督・コーチが順守して頂きたいその他事項】  
１ ⼊館前  

□⽔泳⽤具・飲⾷物・ストレッチマット等は、専⽤の物を⽤意し共⽤しないでください。  
□会場までの交通機関内で、マスクの着⽤、⼈との距離、座席間の距離、⾞内換気、会話などに留意して 

ください。  
２ 競技会場 
 □プール内はレースを４組程度ずつ実施するため、第１招集で招集後プールへの移動指⽰で移動してください。 

□⼊館から退館時までの全ての場⾯で、⼈との距離（できるだけ１ｍ以上）をとって⾏動してください。 
（障がい者の誘導や介助を⾏う場合を除きます） 
□控え場所はメインアリーナを使⽤する。各チームは間隔を空けて密にならない様お願いします。 
□プールのロッカー室は体を拭く場合のみ使⽤し、控え場所移動時は体をよく拭いたうえ移動してください。 
□レース前にはずしたマスクは、服のポケットか袋に⼊れてください。 ⾐類やタオルは持参した袋に⼊ 

れてください。（プールロッカー室で体が拭けるようにタオルを持参願います。） 
 （マスク・⾐類は、選⼿イス・脱⾐ボックスに直接置かないでください）  
□練習時に、各レーン内で待機する場合、スタート練習で並ぶ場合も距離を保ってください。  
（コーン・バーでの仕切り部分は守ってください）  
□選⼿控え場所・観覧席で、⼈との距離・座席間の距離を保ってください。  
□チームごとに、選⼿控え場所・観覧席の⼈数制限を周知し、徹底してください。（観覧席は半分使⽤とする）  
□選⼿は、招集所での選⼿間の会話、レース後の選⼿間の会話を控えてください。  
□コーチは、練習時の⼤きな声での指⽰、ホイッスルの使⽤を控えてください。  
□唾や痰を吐くことは極⼒⾏わないでください。  
□持ち込まれた⾷べ物・ドリンク屑等は捨てずにお持ち帰りください。  
□選⼿は、⾃分のレース終了後、なるべく速やかに退館してください。  
□ミーティング等は控えてください。  
□可能な限り窓、扉はオープンにしますが出⼊りは所定の場所を利⽤してください。  
□扉をオープンにする関係上、不審者への注意、貴重品の管理は各チームにて⼗分に ⾏ってください。  
□本協会・施設管理者が決めたその他の措置・指⽰については従ってください。 
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