
第 44 回全九州スイミングクラブ夏季大会 

監 督 者 配 布 資 料 

（※8/21 差替※） 

 

① 監督者配布資料（8/21 訂正分） 

② コロナ感染症対策ご協力のお願い（8/21 訂正分） 

③ チェックシート 

④ （差替）入場者一覧 ※ダウンロードデータより作成※ 

※訂正※ 

以前掲載の入場者一覧データは自動入力で名札が作成できるものでしたが、事務局にて 

名札を作成しております。当日は「チェックシート」「入場者一覧表」をご持参の上、 

受付を行ってください。 

⑤ （8/19 追加）事前健康チェックシート 

※開催にあたり、宮崎県より参加者の事前健康チェックの要請を受けまして、提出書類と 

 して追加致します。 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1b3TqPouyh-qonphuqS43nkbfyfd85ymW?usp=sharing 

 

↑上記アドレスよりデータでダウンロードできます。 

➃についてはダウンロードデータ（エクセルファイル）より各自作成してください。 

 

（※重要※ 8/21 追記） 

宮崎県の要請により、来場者全員（選手・監督コーチ・競技役員）は事前に PCR 検査もし

くは抗原検査を必ず受けてからご来場ください。前日 8/27（金）に限り、抗原検査キット

を１個 1，000 円で販売致します。前日会場入りできるチームはご活用ください。（数に限

りがございます。お問い合わせは大会事務局までお問い合わせください。） 

 

【注意】 

今後、感染対策等で開催にあたり、変更点が出てくる場合がございます。その際は九州支部

ホームページに更新致します。恐れ入りますが、大会情報の更新にご注視をお願い致しま

す。 

https://drive.google.com/drive/folders/1b3TqPouyh-qonphuqS43nkbfyfd85ymW?usp=sharing


第 44 回全九州スイミングクラブ夏季水泳競技大会 

              《監督者配布資料》※8/21 訂正版※ 

日本スイミングクラブ協会九州支部 

 

監督者会議 コロナ感染症予防対策の為監督者会議は行いませんので、以下の内容をご確認ください。 

 

1． 日時及び日程 

    令和 3 年 8 月 28 日（土）～29 日（日） 

                28 日（土）    30 日（日） 

プール開場       7：00      7：00 

    開会式         9：10 

    競技時間        9：30～     9：00～ ※8/17 訂正※ 

    閉会式                 14：15～ 

  

2．会 場 

    ひなた宮崎県総合運動公園屋外プール（50ｍ×8 レーン） 

    宮崎市大字熊野 1443-12  

 

3，連絡事項 

 

（1） 競技について 

 

  ①令和 3 年度（公団）日本水泳連盟競技規則により行います。 

   ａ、スタートについて 

     ◎スタートは、1 回のルールを採用します。 

   ｂ、招集について 

     ◎招集はプールサイド招集所で行います。自競技の 20 分前までに点呼を受けること。 

      招集に遅れた場合は、棄権とみなされます。 

   ｃ、ゴールタッチについて 

      全自動計時装置を使用しますので、ゴールタッチが正確でない（ライトタッチ）と不利にな 

      ります。タッチ板の有効面に正確にタッチをして下さい。 

 

  ②レースは全てタイムレース決勝と致します。 

  ★リレーオーダー提出時間  1 日目・2 日目・・・・11：00（時間厳守） 

 

  ③競技の進行が予定時間より早くなった場合、支障のない限りそのまま競技を続行します。なお、20 分以上 

早くなった場合は場内放送をしますので、放送には十分注意をし、招集には遅れないようにして下さい。 

 

 

 

 



 

 

 

（2） 練習について（公式スタート練習は行いません。） 

   

  ①前日練習は、★Ａ⇒⇒宮崎県のチーム            Ａ 12：00～13：00 

          ★Ｂ⇒⇒鹿児島県のチーム           Ｂ 13：00～14：00 

          ★Ｃ⇒⇒長崎県・佐賀県・大分県のチーム    Ｃ 14：00～15：00 

          ★Ｄ⇒⇒福岡県のチーム            Ｄ 15：00～16：00 

     ※時間が合わないチームは、事前にお知らせください。 

     ※アップを開始する前は、必ずシャワーを浴びてください。 

 

   ②大会当日練習は、両日ともに 

          ★Ａ⇒⇒宮崎県のチーム            Ａ 7：00～7：30 

          ★Ｂ⇒⇒鹿児島県のチーム           Ｂ 7：30～8：00 

          ★Ｃ⇒⇒長崎県・佐賀県・大分県のチーム    Ｃ 8：00～8：30 

          ★Ｄ⇒⇒福岡県のチーム            Ｄ 8：30～9：00 

 

   ③水質保全の為、スイミングキャップの着用にご協力下さい。 

 

   ③前日（27 日）の練習は、12：00～17：00 です 

 

   ④1 日目の開会式（9：10～9：30）の間はアッププールでの練習は一旦中止して下さい。 

  

（3） 表彰について 

 

  ①1 位～3 位に賞状とメダル、4 位～8 位に賞状を授与します。3 位までに入賞の選手はレース終了後表彰を 

   行いますので、必ず、賞典係の指示に従って待機して下さい。4 位～8 位までに入賞された選手の賞状は、 

   記録室横にクラブごとに分けて置いておりますので、取りにお越し下さい。 

 

  ②最優秀選手賞、優秀選手賞の受賞者は、できるだけ早く連絡しますので 2 日目の閉会式の表彰には必ず残 

   っておいて下さい。 

 

（4） 入場口及び駐車場について 

 

①入場者は全て 1 階正面玄関から入場して下さい。（コロナ感染症対策に従うこと） 

 

  ②駐車場料金は⇒⇒ 普通車 １日 300 円 大型車 1 日 600 円 です。 

 

 

 

 （5）選手の更衣室及び控所 

 



  ①更衣室を利用する際は、密にならないよう心掛けてください。 

 

  ②スマートフォンやカメラの等の持ち込み厳禁です。 

 

  ③バッグ類の荷物は更衣室に置きっぱなしにしないでください。 

 

  ④スタンドは、半分より上部のみテントの設営を認めます。譲り合ってご利用ください。密にならないよう 

   ご指導ください。 

 

  ⑤選手控所も同様に密にならないよう心掛けてください。 

 

  ⑥応援は、大声を上げないこと。 

 

  ⑦1 日目の競技終了後、各クラブの控所のシート類は置いたままで構いませんが、整理整頓をしてお帰り下 

   さい。 

 

 （6）その他 

  ①競技役員は、7：30 分までに大会本部へ集合して下さい。 

  ②プールサイドは土足厳禁です。（上履きをご用意ください。） 

  ③大会時の水着は公認大会ですので、（公財）日本水泳連盟の定め（日本水泳連盟ホームページに掲載）に 

   従ったものを着用して下さい。また、水着・身体へのテーピングは禁止となっていますのでご注意下さい。 

  ④大会中の異議申し立てや質問等につきましては、必ずチーム責任者もしくは引率コーチを通して大会本部 

   にお申し出下さい。 

  ⑤本大会開催に関わる全ての施設（プール・駐車場）利用については、マナーと常識をもって使用するよう 

   に出場選手及び応援者への周知徹底をお願いします。特に建物や備品を破損しないように注意をして下さ 

   い。万一破損等の連絡があった場合には、大会本部において対応を協議の上、関係所属チームに連絡をし 

   責任を負っていただく場合がありますのでご承知おき下さい。 

  ⑥施設内は、全て禁煙です。 

  ⑦救急用品（救急箱）は各クラブで準備して下さい。大会期間中の事故等は、各クラブで加入済みの保険で 

   対応して下さい。 

  ⑧選手の荷物・貴重品は各クラブで責任をもって管理して下さい。お帰りの際は控所の清掃をお願い致しま 

   す。また、忘れ物が無いように引率者が点検して帰って下さい。大会後の忘れ物のお問い合わせは、所属 

   のコーチを通じて大会事務局へお願いします。 

  ⑨各クラブで出たゴミは、各チームでお持ち帰り下さい。 

  ⑩不審者を見かけられましたら、大会本部に連絡して下さい。ご協力をお願いします。 

  ⑪別紙の「コロナ感染症対策ご協力のおねがい」の中にあります対策事項について徹底していただき、選手 

   への教育的指導、大会を安全により盛り上げるため、選手、大会役員、競技役員、監督、コーチ全員で協 

   力しましょう。 

  ⑫参加チームは、事前に PCR 検査もしくは抗原検査を必ず受けてから参加をお願い致します。前日 8/27（金） 

   に限り、会場にて抗原検査キットを 1 個 1，000 円で販売致します。陽性者の大会参加はできません。 

   （※販売用抗原検査キットは数に限りがございます。）※8/21 追記※ 



第 44 回全九州 SC 夏季大会 コロナ感染症対策ご協力のお願い（※8/21 訂正※） 

 

入場手続きに必要な書類の入手手順 

九州支部の HP から個人チェックシート（選手用・コーチ用）ダウンロードしてください。 

選手・コーチ・役員全て入場に必要ですので、必要事項を記入して入場の際に提出してください。    

同じく入場一覧表をダウンロードして、クラブ名・引率者名・参加者名等を書き入れてください。    

※名札は各チームへ郵送いたします。※名札を入れるケースは、前日練習時か当日ウォーミング    

アップ時に、お渡しします。※名札ケースに名札を入れて、参加者全員、常時首から掛けるようお願い

します。館内から出入りする際の通行許可証になります。 

 

 

1、 大会会場に入場の際必要な書類等（27 日～29 日の入場の際には毎日必要です） 

① 個人チェックシート（選手用・コーチ用）大会初来館の日（前日練習を含む） 

② 入場者一覧表（28日・29日起床時の体温を記入してください） 

③ 事前健康チェックシート（8/19追加） 

④ 名札を入れるケースは、27 日に配布します。（常時首にかけて携帯すること） 

 （注）入場に際しては、初日①②➃が必要です。二日目より②を提出してください。なお具合が悪く

なった方や発熱された方は入場できません。③は提出指示があった場合に提出をしていただきます。 

 

2、入場手続き ⇒代表者がチェックシートと入場者一覧表を提出 ⇒⇒受付が確認後入場許可 

 

3、マスク着用・名札の確認 ⇒マスク・名札のない方は入場できません。 

 

4、選手・コーチ一緒に入場すること ⇒必ず手指の消毒を行って入場すること 

   ※コーチは、選手 20 名当たり 3 名の範囲でお願い致します。 

 

5、体温チェック ⇒入場時にサーマルカメラにて体温チェックをいたします。入場者は、カメラの前を

一列にゆっくりと通過してください。 

 

6、開門時間（7：00）＆アップ時間（各県別） 

   A－宮崎県のチーム            アップ時間 7：00～7：30 

   B－鹿児島県のチーム           アップ時間 7：30～8：00 

   C－長崎県・佐賀県・大分県のチーム    アップ時間 8：00～8：30 

   D－福岡県のチーム            アップ時間 8：30～9：00 

          ※公式スタート練習は行いません。 

 

7、開会式 ⇒⇒9：10～行います。  閉会式 ⇒⇒大会終了後（予定 14：15）行います 

 

8、競技開始時間 ⇒9：30～ 



9、マスクを入れる袋は用意します。⇒⇒マスク、衣類がコロナ感染源となりますので、競技者は、衣類 

を入れるビニール袋を用意し、レース直前に名札の裏に、マスクを入れた袋を入れ、衣類用のビニー 

ル袋に衣類を入れ、所定の荷物置き場に置き、レ－スに挑むこと。 

 

10，更衣室の利用について 

 ★スマートフォン・カメラ等の持ち込みは禁止です。 

 更衣中は、各自距離を取り密にならないように注意して下さい。更衣が終わり次第、速やかに退出し 

 てください。バッグ等荷物は絶対に置きっぱなしにしないこと。置きっぱなしの荷物は、フロント付 

 近に移動させていただきます。 

 

11，【※重要】大会開催中の選手及び監督・コーチの体調不良者への対応について 

 大会開催中に、選手及び監督・コーチが体調不良を起こした場合、新型コロナウィルス感染症が疑わ 

 れる方への対応については、競技進行に支障をきたす為、主催者側は、一切の対応ができません。 

  各クラブ内にて体調管理を行い、体調不良者への対応（保護者への送迎の依頼や、隔離措置など） 

 を取っていただきますようお願い致します。 

 

12，選手は、できるだけ自分のレースに合わせて、会場に入り、レース終了後は、すみやかに退場して 

下さい。 

 

13，選手・コーチ共に、必ず事前に PCR 検査、または、抗原検査を受けて参加をお願いいたします。 

  陽性者の大会参加はできません。前日 8/27（金）に限り会場で、抗原検査キットを 1 個 1，000 円 

  で販売致します。前日会場入りできるチームはご活用ください。（数に限りがございます。） 

 

14，尚、当大会は、日本水泳連盟『水泳競技会の再開に向けたガイドライン』に従って行います。 

 ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 



（検温時刻）

　◆本チェックシートの利用目的について◆
　ご回答いただいた内容は、新型コロナウィルス感染拡大防止の目的以外に一切使用しません。
　また本シートは宮崎県スイミング協議会にて一定期間保存され、その後は適切な方法で処分いたします。

新型コロナウィルス拡大防止のためのチェックシート

（　監督　・　コーチ　・　管理者　・　競技役員　）

提出日　令和３年　８月　　　日

競技会当日の
体温

緊急時連絡先

住　　所

氏　　名

ふりがな

所属団体名

〒

参加競技会名 第４４回全九州SC夏季水泳競技大会

年　齢

歳

※本チェックシートは監督・コーチ・役員等競技会参加者（来場者）の健康状態をチェックするためのものです。
 必ず初日に受付へ提出してください。また、健康状態等に異常がある場合は競技会への参加をご遠慮ください。

℡（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　℃　（　検温時刻　　　　　　　　　時　　　　　　　　　分　）

※必ず競技会の朝に検温を行ってください。

競技会前２週間に以下のことがありましたか？
以下の項目で当てはまる□にチェックをしてください。

いいえはい項　　　　目

２　せきやのどの痛みなど、かぜの症状がありましたか。

３　体のだるさや息苦しさがありましたか。

４　においや味がうすくなったり、なくなったことがありましたか。

５　体が重く感じたり、疲れやすいことがありましたか。

１　平熱よりも高い熱(一般的に37.0℃以上)がでたことがありましたか。

☑



（検温時刻）

日本スイミングクラブ九州支部　会長殿

上記水泳競技会に参加させることを承諾します。ただし、
発熱や咳などの呼吸器症状など、体調不良の場合は参加を控えさせます。

　◆本チェックシートの利用目的について◆
　ご回答いただいた内容は、新型コロナウィルス感染拡大防止の目的以外に一切使用しません。
　また本シートは宮崎県スイミング協議会にて一定期間保存され、その後は適切な方法で処分いたします。

令和３年8月　　　　日

健康チェックシート（兼　参加承諾書）

※本チェックシートは監督・コーチ・役員等競技会参加者（来場者）の健康状態をチェックするためのものです。
 必ず初日に受付へ提出してください。また、健康状態等に異常がある場合は競技会への参加をご遠慮ください。

競技会　参加承諾書

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

４　においや味がうすくなったり、なくなったことがありましたか。

５　体が重く感じたり、疲れやすいことがありましたか。

２　せきやのどの痛みなど、かぜの症状がありましたか。

３　体のだるさや息苦しさがありましたか。

※必ず競技会の朝に検温を行ってください。

競技会前２週間に以下のことがありましたか？
以下の項目で当てはまる□にチェックをしてください。

項　　　　目 はい いいえ

１　平熱よりも高い熱(一般的に37.0℃以上)がでたことがありましたか。

住　　所 〒

緊急時連絡先 ℡（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　-

競技会当日の
体温

　　　　　　　　　　　℃　（　検温時刻　　　　　　　　　時　　　　　　　　　分　）

ふりがな 年　齢

氏　　名 歳

新型コロナウィルス拡大防止のための出場者チェックシート

提出日　令和３年　８月　　　日

参加競技会名 第４４回全九州SC夏季水泳競技大会

所属団体名

☑



入場者一覧表

No.
チェック

シート確認
区　分

起床時

体温

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

性　別

担　当　者所属クラブ

第44回全九州SC春夏季水泳競技大会

氏　　名

ダウンロードデータより

作成してください



入場者一覧表

No.
チェック

シート確認
区　分

起床時

体温

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

性　別

担　当　者所属クラブ

第44回全九州SC春夏季水泳競技大会

氏　　名

ダウンロードデータより

作成してください



氏名 クラブ名

【注意事項】

・下記の8つの〈チェック項目〉について〇✕で記入してください。「✕」がついても大会へ参加できないという

わけではありません。（参加当日に「✕」がついていれば、大会への参加及び会場への入館はできません。）

・毎日記入し、引率者に提出してください。

・引率者は提出されたチェックシートを確認し、表の右側「確認」に押印またはサインをして下さい。

・公式練習日の入館屋大会参加日は別紙の②を使用してください。

・この「事前健康チェックシート」は引率者で保管すると共に、大会当日は持参して、大会本部より指示があった

場合は、速やかに提出できるようにしておいてください。

・大会終了後、２週間は保管してください。

〈チェック項目〉

①平熱を超える体温ではない（概ね37.5℃以上）

②咳、喉の痛みなど風邪の症状がない

③だるさ（倦怠感）、息苦しさはない

④においや味の異常はない

⑤体が重く感じたり疲れやすかったりしない

⑥過去14日以内に新型コロナウィルス感染症陽性の人と濃厚接触していない（濃厚接触者ではない）

⑦過去14日以内に同居家族に新型コロナウィルス感染症の感染が確認された方や濃厚接触者がいない

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、地域等への渡航又は

当該在住者との濃厚接触していない

➀ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

8月20日 ℃

8月21日 ℃

8月22日 ℃

8月23日 ℃

8月24日 ℃

8月25日 ℃

8月26日 ℃

8月27日 ℃

8月28日 ℃

8月29日 ℃

公式練習日 ℃

第1日目 ℃

第2日目 ℃

事前健康チェックシート➀

〈チェック項目〉※〇か✕を記入
日付 起床時検温 確認
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