
６：４５ 参加者健康確認書を指定場所（１階エントランス前）に提出完了
６：５５ 監督者会議
７：０５ 監督者は、選手への会議内容の伝達・ＩＤカード配布・競技会中のマナー

等を指導
７：１５ 会場入館開始
７：３０ アップ練習開始
７：５０ 公式スタート練習（８：０５迄）
８：１５ 競技開始

１０：３０ 午前の部（女子）競技終了予定
１０：５０ 女子 退館完了予定

② 第２グループ（男子A）
【出水・藤園・華陵・京陵・西山・託麻・三和・出水南・力合・日吉・熊大附属・九州学院】

１０：４０ 参加者健康確認書を指定場所（１階エントランス前）に提出完了
１０：５０ 監督者は、選手への会議内容の伝達・ＩＤカード配布・競技会中のマナー

等を指導
１１：００ 会場入館開始
１１：１５ アップ練習開始
１１：３５ 公式スタート練習（１１：５０迄）

① 第１グループ（女子）

ください。
尚、監督者会議を以下の時間帯で予定しております。三密と暑さの回避のためとご理解

  （午後の男子の分については、エントリー数に応じてグループ割を調整します。）
※各学校は、それぞれグループごとに以下の時間帯にあわせて会場到着をお願いします。

（１）監督者及び選手
２ 入館に関する動きとアップ練習会場について

  等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合
⑧ 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ている国、地域
⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある場合
⑤ 体が重たく感じたり、疲れやすい等の症状がある
④ 嗅覚や味覚の異常がある
③ だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
② 咳、のどの痛みなどのかぜの症状がある
① 平熱を超える発熱が続いている

  症状がある場合は、入館の見合わせをお願いします。
  用紙は担当が確認し、一ヶ月後に廃棄いたします。また、参加される方において、以下の

（３）｢ 参加者健康確認書（Ｂ４印刷）｣を競技会当日朝から提出願います。提出いただいた

  症にならないような工夫・防暑対策をお願いします。
（２）本競技会場内では冷房をいれますが、換気のために定期的に窓の開閉を行います。熱中

していただきますようお願いいたします。
感染症に関する適切な知識を基にご指導いただき、偏見や差別が生じないように十分配慮  
あり、あってはならないことです。参加される各学校におかれまして、新型コロナウイルス  
（１）新型コロナウイルス感染に関する偏見や差別につながるような言動・行為は、不適切で  
１ 本競技会参加にあたり

いたします。
会に参加されます全ての方々の命と健康を守るためのものとご理解いただき、ご協力をお願い
熊本県内において、新型コロナウイルスの感染状況が再び拡大傾向となっております。本競技

  今回の新人大会は、競技会全般に関しまして、以下の通り実施させていただきます。現在、

令和３年度 第3４回 熊本市中学新人水泳大会について（連絡とお願い）②
【９／１４版】



③ 第３グループ（男子B）
【白川・湖東・帯山・東野・錦ヶ丘・二岡・西原・清水・北部・長嶺・下城南・鹿南】

１１：２５ 参加者健康確認書を指定場所（１階エントランス前）に提出完了
１１：３５ 監督者は、選手への会議内容の伝達・ＩＤカード配布・競技会中のマナー

等を指導
１１：４５ 会場入館開始
１２：００ アップ練習開始
１２：２０ 公式スタート練習（１２：３５迄）

１３：００ 競技開始
１５：３０ 午後の部（男子）競技終了予定
１５：５０ 男子 退館完了予定

（３）アップ練習会場の使用について
ウォーミングアップ時間は１・２・６・７レーンをダッシュレーン、３・４・５レーン

を周回レーンとします。公式スタート練習時間は全レーンを使用して実施。

（４）招集・プール内の動線について
※後日、別紙にてお知らせしますので、ご確認ください。

３ 競技役員
７：１５ 主任会
７：４５ 各係の打ち合わせ
※水泳協会員と各学校からの支援でお願いした役員の方々の打ち合わせです。参加
される学校の先生方には競技役員をお願いいたしますので、ご参加ください。係
の割り振りについては、受付の際にお知らせします。また、最終競技終了後に、
館内の清掃に協力をしていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

４ 施
設の利用について
（１）参加者の出入り口は１階エントランスのみとします。

会場係によるＩＤカードコントロールを実施します。

（２）２階通路壁側を控え場所として使用します。また、短水路観覧席・２階入口や扉は全面
閉鎖とします。場内指令担当により、通路や窓・扉類の常時チェックを行います。２階
通路スペースでの用手接触を伴うマッサージやパートナーストレッチは禁止とします。

（３）控え場所は、学校ごとに割り振ります。各学校単位の荷物は極力少なくし、ソーシャル
ディスタンスがとれるよう各学校・選手個人で工夫してください。

（４）招集やサブプールアリーナは動線指定を行います。（別紙）
｢招集所レイアウト｣に示したとおりの動線指定を行います。選手には、自分の持ち物等

を入れる不透明の袋（中学校名・氏名を記入したもの）を持参し、招集時間に集まれるよ
う指導ください。

関係役員の打ち合わせ場所（アクアドームくまもと内）
（１）審判長・副審判長 ：サブプールサイド（審判長席）
（２）出発合図員 ：サブプールサイド（スターター席）
（３）泳法審判員 ：ＡＢ会議室
（４）折返監察員及び計時員：ＣＤ会議室
（５）機械操作員 ：サブプールサイド（機械席）
（６）情報処理員 ：サブプールＰＣ室
（７）記録員・記録速報員 ：サブプールＰＣ室
（８）音響員 ：サブプールサイド（音響席）
（９）賞典員 ：サブプールサイド（１レーン側）
（10）通告員 ：サブプールサイド（通告席）
（11）招集員・更衣室担当 ：招集スペース（スケート貸し靴庫前）
（12）場内指令 ：Ｅ会議室
（13）救護担当 ：救護室



５ 参加者の入場制限について
無観客とし、参加（入館）者は、選手、監督（学校代表者）１名、選手引率者（保護者

・顧問）３名以内、競技役員のみとします。
監督とは、競技役員として参加される方をのぞき、各学校の代表者で選手引率者、顧問、

当該学校長が認めたコーチ又は保護者を指します。よって、各学校最大で監督（１名）、
学校からの競技役員、選手、生徒引率者（３名以内）が入館可となります。
選手の保護者の皆様におかれましては、入場制限を無観客とした背景として、熊本県内

が感染拡大の状況であること・三密を避けるためとご理解いただき、ご協力をお願いいた
します。競技結果に関しましては、屋外の記録速報にて確認してください。

６ 競技会の進行等について
（１）開・閉会式は、実施いたしません。

競泳競技の団体優勝旗（託麻中）は、受付にお渡しください。
水球競技の優勝杯は、昨年度優勝校にて保管をお願いします。

（２）表彰式は行いません。
個人競技の表彰状については、午前・午後の部の最後に各学校ごとにとりまとめて引き

渡しをします。各学校代表者の方は、引き渡し場所にて受け取りをお願いします。また、
各選手は、競技終了後、その種目のランキング表示で確認をしてください。尚、メダルに
ついては、後日各学校宛てに送付します。
団体表彰については、全競技終了後に場内アナウンスにてお知らせします。６位までに

入賞の中学校は表彰状（優勝校は優勝旗も）の受け取りもお願いします。

（３）競泳競技については全競技をタイム決勝とし、午前に女子、午後に男子を実施します。
また、各種目とも1年・2年の順に実施します。

（４）競技後は、選手個人での会場退館（帰宅）をお願いします。
競技後の後片付けは各中学校の先生方のご協力をお願いいたします。
後日、【競技順序（タイムテーブル）】【控え場所割り振り図】をお知らせいたします。
また、変更や追加事項等が生じた場合も随時お知らせします。

①1年女子２００ｍメドレーリレー ㉕1年男子２００ｍメドレーリレー
②2年女子 〃 ㉖2年男子 〃
③代表女子 〃 ㉗代表男子 〃
④1年女子１００ｍ平泳ぎ ㉘1年男子１００ｍ平泳ぎ
⑤2年女子 〃 ㉙2年男子 〃
⑥1年女子１００ｍバタフライ ㉚1年男子１００ｍバタフライ
⑦2年女子 〃 ㉛2年男子 〃
⑧1年女子１００ｍ背泳ぎ ㉜1年男子１００ｍ背泳ぎ
⑨2年女子 〃 ㉝2年男子 〃
⑩1年女子１００ｍ自由形 ㉞1年男子１００ｍ自由形
⑪2年女子 〃 ㉟2年男子 〃
⑫1年女子５０ｍ平泳ぎ ㊱1年男子５０ｍ平泳ぎ
⑬2年女子 〃 ㊲2年男子 〃
⑭1年女子５０ｍバタフライ ㊳1年男子５０ｍバタフライ
⑮2年女子 〃 ㊴2年男子 〃
⑯1年女子５０ｍ背泳ぎ ㊵1年男子５０ｍ背泳ぎ
⑰2年女子 〃 ㊶2年男子 〃
⑱1年女子５０ｍ自由形 ㊷1年男子５０ｍ自由形
⑲2年女子 〃 ㊸2年男子 〃
⑳1年女子２００ｍ個人メドレー ㊹1年男子２００ｍ個人メドレー
㉑2年女子 〃 ㊺2年男子 〃
㉒1年女子２００ｍフリーリレー ㊻1年男子２００ｍフリーリレー
㉓2年女子 〃 ㊼2年男子 〃
㉔代表女子 〃 ㊽代表男子 〃



【競泳種目について】
（１）開場時刻は午前６時４５分とし、入館は１階エントランスのみとします。それ以外の

入場口は終日閉鎖します。（窓については定期的に換気のために開閉します。）
○指定の入場時間前に1階受付でチーム受付を済ませてください。（参加者が全員揃って
いること）

○受付が終了した学校からチーム毎に入場します。その際、エントリーされたチーム毎に
プログラム等を配付します。（午前中のみ）

○アップについては、三密を避けるためチーム毎に指定された時間で行ってください。

（２）２階通路を選手控えとします。今年度は、学校毎に指定された場所を使用してください。
○マスクの着用を徹底してください。
○通路以外の場所は使用せず、敷物は壁側に寄せて窓側を通行できるようにしてください。
○昼食は、各選手控え場所でとるように指導をお願いします。また、ゴミ等の持ち帰りの
徹底をお願いします。

（３）本大会は、無観客大会であるため、2階観覧席は使用を禁止します。競技中は、関係者
のみサブプールに入場できることとします。

（４）学校受付は１階メインロビーで行います。
※学校受付・先生方の役員受付・棄権・訂正の受付を行います。
※リレーオーダー用紙の提出をお願いします。
※参加者数に応じてプログラムを配布します。また、プログラム販売については、事前
注文の販売のみとします。

（５）開・閉会式について →本年度は、実施しません。

（６）生徒指導について
本大会は、熊本市中学校体育連盟共催の大会であり、学校での授業の一環という意識で

参加し、みんなでマナーを守って素晴らしい実りある大会にしてほしいと考えます。
◯眉ぞり・染髪など参加できません。
◯中学生らしい態度(選手招集時の返事等)で参加してください。
◯シャツを出しての行動・エレベーターの使用を禁止します。随時指導をお願いします。
◯更衣室は更衣のみの使用とするため荷物を置くことができません。不透明のビニール
袋（中学校名・記名）を準備して各自で荷物の管理をしてください。忘れ物・盗難に
は十分注意してください。また、更衣室フロアではスイムタオルを絞らないようにし
てください。シャワー室にも荷物を置くことは禁止とします。

※大会に不必要なもの（携帯・スマホ・漫画本・ゲーム機器等）の持参を厳禁とします。
各学校で指導・徹底をお願いします。

（７）スイミングクラブのジャージ・水着やFINAマークの付いていない水着は使用できませ
ん。
※本大会は、中体連共催大会です。学校(体育服等)または部活動規定のユニフォーム、
水着はFINAマークのついたもので参加してください。また、水着については、学校

㎠ ㎠名等のマークは５０ 以内で１カ所、メーカーのロゴ・マークは３０ 以内で１カ所
とします。また、水着の重ね着やテーピング加工は禁止とします。

（８）ゴミの持ち帰りをお願いします。また、忘れ物がないよう注意ください。
※各学校毎に必ずゴミは持ち帰ってください。トイレや植え込み等にゴミを置いて帰る
ような行為は絶対にしないようにしてください。弁当ガラや飲料後の空き缶やペット
ボトルを会場内のゴミ箱に捨てて帰ることのないように徹底ください。

※昨年も多くの落とし物・忘れ物が出ました。自分の持ち物には必ず記名をさせてくだ
さい。男子の退館終了時（１５：５０）まで受付横に置きますが、持ち主があらわれ
ない場合は、１週間、長嶺中学校で保管します。忘れ物の問い合わせは、引率の先生
または顧問の先生の方で長嶺中 草野までご連絡ください。引き取りは、保護者又は
生徒で結構です。



（９）駐車場について
※所定の場所以外の路上駐車禁止です。保護者への連絡徹底をお願いします。
特に、ロータリー付近の違反駐車や身障者の方用の駐車場への駐車、枠外駐車がない
よう連絡徹底をお願いします。

（10）泳法・スタートの指導をお願いします。

（11）参加される学校の先生方は競技役員をお願いいたします。また、全競技終了後、館内
の清掃にも協力をしていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

連絡・問い合わせ先 担当 長嶺中学校内 草野 眞史

学校Tel ０９６－３６８－９９２６
携帯Tel ０９０－２３９４－７１２４


