
2022 年 8 月 2 日 

参加チーム各位 

（一社）青森県水泳連盟 

青森県中学校体育連盟 

 

第４８回青森県中学生学年別水泳競技大会および第５１回青森県学童水泳記録会 二次要項 

 

平素より大変お世話になっております。 

本競技会は、中学校 38 校 164 名、小学校 42 校 105 名、計 269 名の多数選手のご参加のうえで実

施することとなりました。 

開催に当たり、新型コロナウィルス感染症対策を踏まえ、以下のとおり実施の詳細を周知いたしま

すので、各所属校におかれましては、参加選手および関係者への周知をお願いいたします 

 

記 

１．期日/会場 

2022 年 8 月 21 日（日） / 六ヶ所村立屋内温水プール ろっぷ 

            （〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駮野附 1015-8） 

２．タイムスケジュール 

  開場 8：00 開会式 9：40 

ウォーミングアップ 8：10～9：30 競技開始 10：00 

公式スタート練習 9：00～9：30 競技終了（予定） 14：30 

監督者会議 8：50 表彰 14：40 

役員会議 9：00 閉場 15：30 

※ウォーミングアップのレーン割は別紙 1 をご確認ください。 

※公式スタート練習は 1～5 レーンにて実施いたします。 

３．連絡事項 

（１） 開場時間以降、各校の引率者、選手は全員揃い入場します。 

各チームの引率者は入場時、全員分の「大会参加ルール同意書」（別紙 3）と「大会当日

検温表」（別紙 4）および利用者名簿（別紙 5）を事前にご用意のうえ、受付に提出して

ください。 

※無観客試合で実施するため、引率者以外の入場は認めません。 

入場時は、密にならないよう前後 1ｍ以上の間隔を開けてマスク着用の上、整列してくだ

さい。また、会場入り口に設置する消毒液で手指の消毒を実施下さい。 

なお、入場時検温を実施します。37.5℃以上の場合は別室にて再度検温します。その

際、発熱の確認があった場合、競技会へ参加、会場内への入館はできません。 

（２） 競技会中、自分の競技に要する時間（アップ、競技、ダウン）以外はマスクの着用して

ください。また声を出しての応援、指笛等は一切禁止致します。 

また、会場内での大声での会話はお控えください。 



（３） ウォーミングアップについて、8：10～9：00 の時間帯は別紙 1 に記載の学校所在地によ

るレーン割といたします。9：00 以降は 1～5 レーンをダッシュレーン、6～8 レーンをレ

ーン割を設けないウォーミングアップレーンといたします。 

（４） 引率者は各校 1 名とし、コロナ対策やレース招集に遅れのないよう選手管理の徹底をお

願いします。 

（５） 各校待機場所での敷物敷設等の用意は、引率者・選手で行うこと。保護者の入場や荷物

の運び込みは認めません。（各校の控え場所は別紙 2 をご参照下さい。） 

（６） 更衣室内での飲食及び、長時間の滞在は禁止します。着替えが終わったら速やかにプー

ルまたはアリーナ内フロアへ移動してください。 

なお、ロッカーは使用できませんので、各自バック等をご持参ください。 

（７） 招集は、3 レース前に実施いたします。密を避けるため、招集所への早めの移動はしない

でください。 

（８） 競技終了後、要項に記載の以下表彰を実施いたします。 

中学校：男女別総合 1 位～3 位、学年別男女 1 位～3 位、各学年最優秀選手男女各１名 

小学校：男女別総合１位～6 位、Ｂ・Ｃグループ最優秀選手男女各１名 

※要項に記載のリレー種目得点は誤りであり、今大会結果には反映されません。 

（９） 大会参加料（1200 円/個人 1 種目、2000 円/リレー1 種目）、保険料（100 円/人）は競技

会終了後２週間以内に参加学校名にて、大会要項に記載の青森県水泳連盟への振込とな

ります。 

当日はプログラム代金（300 円×エントリー人数）のみ現金で受付にお納めください。 

※小学校の参加料については、要項記載を変更し、振込票控えを領収書代わりとして使

用願います。領収書の発行が必要の場合は、(14)の連絡先までご連絡願います。 

（１０） 保護者は、プール敷地内への駐車はできません。待機場所として六ヶ所村役場（別紙

6）の駐車場が利用可能です。 

ただし、選手送迎のための保護者の一時的な駐車場への進入は認めます。 

（１１） ドクターヘリの離発着・救急車両の出入りがあるため、隣接している「六ヶ所地域医療

センター」への駐車は固く禁じます。 

（１２） 引率者および選手移動のバスに限っては、プール正面の駐車場への駐車を認めます。 

（１３） ゴミは、各自お持ち帰りください。また、引率者は各控え場所にゴミが無いか確認して

からお帰りください。 

（１４） 質問等がありましたら大会実行委員会までメールか電話にてご連絡ください。 

六ヶ所村尾駮字野附 226-1 第二尾駮寮 205 号 六ヶ所村水泳協会 事務局 

メールアドレス：simozidori@hotmail.co.jp 

電話：080-6003-9058 

以 上  

mailto:simozidori@hotmail.co.jp


別紙１ 

ウォーミングアップ（8：10～9：00）のレーン割 

 

レーン 学校所在地 人数 

1～4 青森市、五所川原市、つがる市 132 

5 弘前市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町、板柳町、東北町 32 

6～7 八戸市、おいらせ町 67 

8 三沢市、十和田市、むつ市、六ヶ所村 38 

 

 9：00以降は1～5レーンをダッシュレーン、6～8レーンをレーン割を設けないウォーミングアッ

プレーンといたします。 

 アップ用プールとして歩行者プールを常時開放致します。 

ジャグジーおよび子供用プールの使用は禁止ですので入水しないでください。 

 他選手、柵との接触にご注意ください。 



別紙 2-① 
ろっぷ館内（アリーナ内フロア）の各校控え場所 



別紙 2-② 
プールアリーナ内の各校控え場所 

 



【大会当日各チーム毎にまとめて主催者へ提出】 

（一社）青森県水泳連盟宛 

大会参加ルール同意書 

【以下該当する場合は☑を記入】 

□体調不良はありません。（発熱、咳、咽頭痛等） 

□同居家族や身近な人に感染が疑われる方はいません。 

□過去 14 日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航又 

は当該在住者・帰国者との濃厚接触はありません。 

□マスクを持参着用し、咳エチケットを行ないます（競技時、食事等を除く。※熱中症にも留意） 

□こまめな手洗い（30 秒以上）、手指の消毒を確実に実施します。 

□手洗い時のマイタオルを持参します。 

□飲食時は対面にならないよう注意し、飲み物の共用（大型ボトル）は行いません。 

□大声での会話及び応援を控えます。 

□鼻水、唾液のついたごみはビニール袋に入れ密閉して持ち帰ります。 

□他の参加者と十分な距離を確保するよう努めます。特に、観覧席、応援場所等については十分注意します。 

□飲食時は密集、対面を避け、会話を控えます。 

□その他の事項について、主催者の感染防止のための措置を遵守し、指示に従います。 

□万が一、大会後 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、所属チームから（一社）

青森県水泳連盟へ速やかに報告します。 

 

所  属                   

ふ り か な 

氏  名                   

生年月日（西暦）    年   月   日  

別紙参加条件、競技中の注意を守り、万が一新型コロナウィルスに感染した場合でも、一切

の責任は下記記入保護者へあることを同意する。 

保護者氏名              印 

住 所                                    

連絡先                  

【参加者確認欄】いずれかに☑ 

□役員・大会関係者 □選手 □指導者（コーチ） □その他（マスコミ他） 

※本書は個人情報保護法にもとづき、大会運営上の確認以外の目的で使用することはありません。 

※保健所もしくは関係機関から情報開示を求められた時は、個人名、住所、連絡を開示させて頂きます。 

 

主催者確認欄 

 

別紙3



【大会当日各チーム毎で確認の上主催者へ提出】 

（一社）青森県水泳連盟宛 

提出日 年 月 日（ ） 

大会当日検温表 
参加チームが責任をもって、当日朝確認をお願い致します。 

No. 氏名 体温 No. 氏名 体温 

1 21 

2 22 

3 23 

4 24 

5 25 

6 26 

7 27 

8 28 

9 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 

①引率者の検温も記入のこと。

②用紙が不足の場合は、コピーしてご利用下さい。

体温確認者氏名 

別紙4

学校名：

j2130021
線



別紙 5 
ろっぷ利⽤者名簿 

 

（   /   ）
No. 所属名（同上可） ⽒名 性別 年齢 区分 所属先住所（同上可） 所属先電話番号（同上可）

1 選⼿/引率

2 選⼿/引率

3 選⼿/引率

4 選⼿/引率

5 選⼿/引率

6 選⼿/引率

7 選⼿/引率

8 選⼿/引率

9 選⼿/引率

10 選⼿/引率

11 選⼿/引率

12 選⼿/引率

13 選⼿/引率

14 選⼿/引率

15 選⼿/引率

六ヶ所村⽔泳協会

新型コロナに伴う利⽤者名簿（第４８回⻘森県中学⽣学年別⽔泳競技⼤会および第５１回⻘森県学童⽔泳記録会）
2022年8⽉21⽇（⽇）（利⽤場所：六ケ所村⽴屋内温⽔プール ろっぷ）   



別紙 6-① 
会場正⾯駐⾞場の利⽤について 

 



別紙 6-② 
保護者待機⽤ 臨時駐⾞場（六ヶ所村役場） 

 



ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
No.

組 レーン 申請内容 訂正内容

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

 棄権 / 訂正 

棄権 ・訂正用紙

所属名 記入責任者

氏　　名

※棄権、訂正についてはレース１時間前に受付へご提出ください。



プログラム プログラム

No. No.

チーム名 チーム名

ふりがな 選手番号 ふりがな 選手番号

第１泳者 第１泳者

ふりがな 選手番号 ふりがな 選手番号

第２泳者 第２泳者

ふりがな 選手番号 ふりがな 選手番号

第３泳者 第３泳者

ふりがな 選手番号 ふりがな 選手番号

第４泳者 第４泳者

記載責任者 記載責任者

リレーオーダー用紙

種　　　　　目

組 レーン

200ｍ・400ｍ 男子・女子 リレー・メドレーリレー

リレーオーダー用紙

種　　　　　目

200ｍ・400ｍ 男子・女子 リレー・メドレーリレー

組 レーン




