
令和３年度 福岡県中学校新人体育大会 

第３９回 福岡県中学校新人水泳競技大会  要覧  

 

１．日 時   令和 ３ 年 ９ 月 ４ 日（土） ※ 予備日の設定はありません 

 

２．会 場   福岡県立総合プール 

福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号  ℡ 092-611-1717 

 

３．全体スケジュール 

  第１グループ  ・・・  福岡市，筑前        第２グループ  ・・・  北九州，筑豊，筑後，京築 
 

【１日目】 第１グループ 第２グループ 

場外指令集合（県立：６：１５，席田小前：６：１０） 
 

競技役員の県立プールの開場は６：３０ 

学校受付（１F入口付近） ７：００ ～ ７：３０ 

８：００ ～ ８：４５ 
７：４０ ～ ８：４５ 

開場（２F入口） ７：２０ ８：００ 

ウォーミングアップ 

メイン（５０ｍ）プール ＆ サブ（２５ｍ）プール 
７：３０ ～ ８：０５ ８：１０ ～ ８：４５ 

公式スタート練習 ：メイン（５０ｍ）プール ７：５０ ～ ８：００ ８：３０ ～ ８：４０ 

主任打ち合わせ ６：４５ 

競技役員打ち合わせ（泳法・場内指令※１） ７：００ 

競技役員打ち合わせ ※１以外 ８：１５ 

開会式（２F 観客スタンド＆プールサイド） ９：００ ～ ９：１５ 

競技開始 ９：３０ 

閉会式 競技終了約１５分後 

※ マナーチェックは，招集時に行う。競技の進行の妨げにならないよう，事前に各学校で責任をもって行

っておくこと。 

※ 全体で集まっての監督者会議は行わない。この要覧を事前に選手や保護者と確認しておくこと。競技

のルールや大会参加にあたっての注意事項等を確実に伝えること。 

 

４．新型コロナウイルスの感染拡大予防について 

今大会は，無観客での大会となります。「福岡県中学校体育連盟主催大会の開催にあたっての感染

拡大予防ガイドライン」・「福岡県中学校水泳競技大会における感染拡大予防ガイドライン」等の資料

を必ず確認して来場してください。また，会場内にも様々な対策やお願いを掲示していますので，必ず

指示に従って行動してください。ご理解ください。 

今回，会場に入館できるのは，「選手・引率・競技役員・大会役員・県中体連に外部コーチとして登録

申請をしているコーチ・福岡県水連関係者」とする。 

 

 

５．競技について 

（１） 本競技会は，２０２１年度（公財）日本水泳連盟競泳競技規則に準ずる。 

（２） 競技はすべて，タイムレース決勝で順位を決定する。競技進行予定時間より２０分以上遅れる場合

は場内放送にてお知らせする。 

（３） スタートは１回制とする。合図は テイク  ユア マークス を採用する。 

（４） 招集は，出場種目の 20分前までに，招集席で点呼を受ける。点呼なき場合は失格とする。招集の

際にマナーチェックを行い，ADカード・マスク・脱衣袋と水着・キャップ（スイミングスクール名が入っ

ていないか等）を確認する。水着は FINA（国際水泳連盟）の公認した水着を着用すること。１次招集

をサブプール側更衣室入口付近で行い，２次招集を飛込プール横で行う。 



（５） 泳ぎ終わったあとは，自レーンから退水し，退場経路に添って，飛込プール横（観客席と反対側）を

通って 25mプールの方向に向かうこと。 

（６） 記録の測定は，①全自動装置，②半自動装置の順で測定を行う。選手はタッチ板の有効面に正確

にゴールタッチし機械を作動させること。ライトタッチは不利になることがある。また，リレーについては

引継審判装置を採用しており，引継違反は装置を優先して判定する。 

（７） 通告は，組のみの紹介とする。 

（８） 棄権届，リレーオーダー用紙は，「記録室」へ提出すること。リレーオーダー用紙には，選手番号を必

ず確認して記入し，〆切時間厳守で提出すること。 

   ※ リレーオーダー用紙提出（〆切）時間 

４×１００ｍフリーリレー ９：００ ， ４×１００ｍメドレーリレー １２：００ 

（９） 熱中症対策のため，水分補給をこまめに行うこと。 

 

 

６．プールの使用について 

（１） 選手はアリーナ内は裸足で通行すること。（サンダル等の使用は禁止） 

（２） メイン（５０ｍ）プールの使用時間・公式スタート練習の時間は，「３．全体スケジュール」参照 

（３） メインプールとサブ（２５ｍ）プールの使用について 

① メインプールでのウォーミングアップは，1 レーン～４レーンを女子専用，５レーン～８レーンを男子専

用とする。 

② 公式スタート練習は，全レーンを使用する。前の人とは１ｍ以上の間隔をあけ，会話をしないで並

ぶ。スタート後は，５０ｍ泳ぎきってから自レーンから耐水する。 

③ サブプールでは全日，会場図のように外側４レーン分を女子専用，観客席側４レーン分を男子専用

とする。サブプールでは，飛び込みを禁止とする 

④ サブプールの使用は，朝のウォーミングアップの時間帯は自分のグループの時間とし，朝のウォーミ

ングアップ終了時から開会式までの時間は使用できない。サブプールは，開会式終了後から競技終

了までは自由に練習をしてよい。 

（３） 朝の更衣室混雑緩和のため，来場時にはできるだけ水着を着用して来場すること。 

（４） 更衣室のロッカーの使用はできない。脱衣した服（マスクを含む）は全て名前を書いた脱衣袋に入

れ，プールサイドにある脱衣袋置き等に置くこと。 

（５） レーンロープに触らないこと。 

（６） 役員の指示に従うこと。 

（７） ２階ストレッチエリアの外側に記録を掲示するので，それを見て確認すること。 

 

 

７．会場の使用について 

（１） 競技場内（開・閉会式も含む）では，選手は正課の体育時における服装とする。 

（２） 大会会場では，必ず ADカードを着用すること。ADカードがない場合は，入館が認められない。選

手・引率者・競技役員・大会役員・県中体連に外部コーチとして登録申請をしているコーチ・福岡県

水連関係者は ADカードを着用すること。 

（３） 更衣は「男女更衣室」使用すること。 

  ① 更衣室に物を置くことはできない。名前を書いた脱衣袋を準備しプールサイドに持って行くこと。ま

た，荷物はロッカーに預けずに各学校単位で保管する。 

  ② 更衣室内にカメラや携帯電話・タブレット機器を持ち込んだ場合は，盗撮とみなし警察に通報する。 

  ③ 本大会の控え場所は，学校毎に割り振られた２F観客スタンド席のみとする。ストレッチが必要なと

きのみ，ストレッチエリアを使用を許可する。ストレッチマットは，各自で用意すること。荷物等をストレッ

チエリアに置きっ放しにしないこと。ストレッチエリアは，ゆずり合って使用すること。 

（４） 出入口の制限を行う。開場時（選手・引率）は２F入口のみ使用可能で，その後は，外の階段を封

鎖し，１階中央入口からのみの出入りしかできないものとする。 



（５） 途中，体調が優れない場合は，近くの競技役員に申し出ること。 

（６） 選手は自分のレース終了後，なるべく速やかに退館すること。（引率者やチームの状況により例外

を認める）。８月２５日夕方頃，競技順序（競技予定時間）を福岡県中学校体育連盟ホームページに

アップするので，確認すること。生徒の迎えは，プール前の乗降場を利用しても構いませんが，引率の

先生は，生徒が帰る際，生徒がプール前駐車場にいる状態で確実に保護者へ引き渡しできるよう手

配すること。保護者が駐車場で生徒を待つ状態をつくらないこと。 

（７） スタンドで出たゴミについては，各学校で持ち帰ること。プールのいかなる場所にも「ゴミ類」を残す

ことのないようにすること。 

（８） 県立総合プールの職員の方や，場内司令の競技役員が指示する事項に，速やかにしたがって大会

運営に支障がないように協力すること。 

（９） 金品等の盗難には十分気をつけること。各学校で貴重品などをまとめて保管をすること。 

 

 

８．学校受付（ 引率教員が学校受付をすること ） 

（１） 学校受付の時間・場所については，「３．全体スケジュール」参照 

（２） 受け取るもの 

    「封筒」 

封筒の中身：①ADカード，②ADカード用ひも，③プログラム（学校１部），④プログラム棄権用紙， 

⑤リレーオーダー用紙（リレー出場校のみ），⑥参加賞，⑦２Fスタンド（座席）割り 

⑧その他連絡事項（ある場合）等 

（３） 提出するもの 

    「体調確認表」  

     福岡県中学校体育連盟ＨＰ → ダウンロード → 体調確認表（大会当日提出用）エクセルファイ

ルをダウンロードし，大会当日に記入したものを学校受付で提出すること。 

    「体調記録表（学校保管用）」，「同意書」は，各学校で保管しておくこと。 

  ※ ADカードは，学校受付で受け取り，名前・出場種目を油性ペンで記入すること。各自で油性ペン

を用意しておくこと。使用後は各自で責任もって廃棄すること。 

 

 

９．入館の仕方について 

（１） 学校受付が済んだ学校は，階段を昇り，２階入口から入館し，人との距離に気をつけること。 

（２） ADカードを必ず着用して，朝の開場時以外の入場については検温を受ける。 

（３） 競技役員，大会役員は，競技役員室で競技役員受付を行ってください。 

（４） スタンドは決められた場所を使い，スタンドにはシートを敷かないこと。 

 

 

１０．招集時に必要なもの・ＡＤカードについて 

（１） 招集時に必要なもの 

  ① マスク着用    ② ADカード    ③ 脱衣袋（名前が書かれたもの） 

  （注意）どれか一つでも忘れた場合は招集を受けられない 

（２） ADカード 

 ADカードには「学校名」「名前」「プログラム No.」「組」「レーン」を事前に記載し，会場内では常に

見えるように着用すること。また，招集時には係の先生にはっきりと見えるように協力すること。 

 

 

１１．開閉会式について 

（１） 開閉会式はスタンド席にて座って行う。 

（２） 選手の服装は正課体育時の服装とする。 



（３） 開会式には，参加する選手は全員参加すること。選手は，開始５分前に学校ごとに割り振られた観

客スタンドに密を避けるような形で座ること。 

     ただし，女子４×１００ｍフリーリレーに出場する選手は，観客スタンドの密を避けるためにプールサイ

ドに整列し，開会式に参加すること。 

（４） 閉会式は，男女ともに総合の表彰のみ行う。 

（５） 式次第 
 

【 開会式 】 

① 開式通告 

② 開会宣言 

③ 大会会長挨拶 

④ 競技上及び会場使用上の注意 

⑤ 選手宣誓 

⑥ 閉式通告 

【 閉会式 】 

① 開式通告 

② 成績発表 

③ 表彰 

④ 閉会宣言 

⑤ 閉式通告 

 

 

１２．表彰について 

（１） 決勝種目終了後，３位までの入賞者は表彰を行う。表彰台付近で待機すること。 

（２） 団体の表彰は，閉会式で行う。 

 

 

１３．その他 

（１） 今大会は，会場内・近隣施設に保護者用の駐車場は準備していません。送迎や待機で近隣施設に

迷惑がかからないようご協力をお願いします。 

（２） 競技役員と大会役員，引率教員，バスで来場する場合の乗降所や駐車場所，保護者の送迎につ

いては，１６．車・バス等について参照 

（３） 競技役員として協力いただける先生方は，お越しの際，１F入口から入館し，競技役員の受付を行

ってください。当日朝，プールサイドを中心に会場準備を行います。６：３０を目指して会場に起こしくだ

さい。主任になられている先生は，打ち合わせを７：00に行います。主任の先生は，競技役員控え場

所にご集合ください。泳法・場内指令・場外指令の先生方を除く競技役員打ち合わせは，８：１５に行

います。場所は，サブプール２F観覧席です。この場所は，競技役員控え場所としています。 

（４） 競技役員の服装は，白のポロシャツに黒か紺のスラックス・白い靴でお願いします。水分は各自で

ご準備をお願いします。 

（５） 大会当日，プログラムは５００円，ランキングは２００円で販売します。 

（６） コロナ禍の中，通常とは異なる大会運営となり，皆様のご協力をいただかないと大会が成り立ちま

せん。選手たちが最高のパフォーマンスができるよう，選手，競技役員，大会役員，スイミングの先生

方，保護者方々のご協力の程，よろしくお願いします。 

（７） AEDは，メインプールの監視室（救護室の隣）及び１Fロビー受付カウンター前に設置する。 

（８） Jアラート警報時は大会を一時中断し，屋内において安全を確保する。警報が解除され次第，大会

を再開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１４．会場図  現段階での会場図です。大会当日までに変更になる場合があります。 

 

 
 

 
 

２F観客スタンド  
座席は学校ごとに指定します。大会当日，受付で配布される封筒の中に座席割を入れ

ています。大会当日に確認してください。 
 

 



１５．会場周辺図 

福岡県立総合プール交通アクセス ◎天神・博多駅方面から 

  ★西鉄バス 

    博多バスターミナル１４番乗り場から 37・38・39・39-Bのバスで約 20分（月隈団地経由） 

「アクシオン福岡前」下車 

  ★地下鉄 ～ 西鉄バス 

    地下鉄 天神 または 博多駅 ～ 地下鉄 福岡空港駅 

西鉄バス 地下鉄４番 出口 福岡空港前 バス停 から 37・38・39のバスで約７分（月隈団地経

由）「アクシオン福岡前」下車 

 

１６．車・バス等について 

（１） 競技役員・大会役員の駐車場は，プール前を使用してください。駐車券を車のダッシュボードに置

き，見えるようにしてください。また，係の指示に従ってください。 

 

（２） 監督・引率・コーチの先生方の駐車場について 

臨時駐車場：席田小学校横空き地【６時３０分開場，１７時閉門】を予定しています。一方通行区間

には気をつけ，一般車両の迷惑となるため，開門前から路上に並ばないようにご協力ください。今大

会は，駐車券はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 大型バス（マイクロバスを含む）等の大きな車の駐車について 

    貸切バス（マイクロバスを含む）等の乗用車以外の大きな車で来場する場合は，以下の図のように，

アクシオン福岡の乗降場でお願いします。待機はできません。朝は，生徒を下ろしたらすぐに出てくだ

さい。また，帰りは，生徒が乗降場で待機した状態でバス等が到着し，乗せたらすぐに出発してくださ

い。また，駐車場は，（２）の席田小学校前空き地が空いていれば駐車はできますが，必ず駐車できる

とは限りません。駐車できない場合は，最寄りの営業所や近隣のバス駐車場を各学校で事前に調べ

ておいてください。駐車場所についての対応は，運営側での対応はできません。 

 

 

 



    

 
 

（４） 生徒の会場への送り迎えについて 

朝の送迎の車が混雑するため，できるだけ会場内に進入しないようにお願いします。Ｕターンして

外に出るのにかなりの時間がかかります。また，バスが会場に入りにくくなります。路上駐車をしたり，

近隣の施設に迷惑がかからぬよう，協力をお願いします。帰りの迎えは，プール前駐車場を使用して

も構いませんが，７会場の使用についての（６）を生徒・保護者と再確認してください。 

 

 

１７．問い合わせ先 

◎ 福岡県中体連水泳競技専門部長 川上 泰平（福岡市立平尾中学校）Tel:０９２－５２１－１７６８ 

◎ 福岡市中体連水泳競技専門部長 西山   進（福岡市立高取中学校）Tel:０９２－８２１－５３６２ 

 

 

１８．前日準備 

（１） ９月３日（金）１５：００より県専門委員会を県立総合プールにて行う。 

（２） 前日準備について  

日 時  令和 ３年 ９月 ３日（金） 1５：００ 

場 所  福岡県立総合プール 

福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号 

   ※ 県専門委員，福岡市の区の専門委員の一部を中心に行う。 

 


