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平成 30 年 6 月 29 日 

 

大会出場者・団体各位 

兵庫県水泳連盟 

競技委員長  嶋中 良治 

 

 

第 41 回兵庫県 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 競技運営上の連絡事項 

 

平素より兵庫県水泳連盟の競技運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

このたびは、第 41 回兵庫県 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会にお申込をいただきありがとう

ございます。 

本大会は次のとおり競技運営いたしますので、記載の事項に注意し、参加いただくようお願いいたし

ます。なお、参加選手への周知もお願いいたします。 

 

 ●全体スケジュール 

期日 開門時刻 Ｗ－ＵＰ
パート

主任会議
競技役員
全体会議

競技開始 昼休み 競技終了

7月7日 7時30分
7時30分

～
8時45分

8時00分 8時15分 9時00分
12時47分

～
13時15分

18時06分

7月8日 7時30分
7時30分

～
8時45分

8時00分 8時15分 9時00分
12時08分

～
12時30分

17時15分

メドレー
リレー

メドレー
リレー

フリー
リレー

フリー
リレー

4×50m 4×100m 4×50m 4×100m

11時30分 15時30分 10時30分 14時30分

リレー
オーダ

用紙締切

１日目 ２日目

 

※プログラム出稿後、競技開始時間・昼休みを変更しました 

※優秀選手・コーチ表彰 

10歳以下・11～12歳グループ：100mバタフライ 決勝終了後 

13～14歳・15～16歳・CSグループ：4×100mフリーリレー タイム決勝終了後 

 

１、参加状況 

参加数 団体：87 チーム 

参加選手：1,458 名（男子：803 名、女子：655 名） 

種目数 2,670 種目 

（男子：1,375 種目、女子：1,134 種目、男子リレー：84 種目、女子リレー：77 種目） 

 

２、競技進行について 

（１） 本競技会は、2018年度（公財）日本水泳連盟 競泳競技規則に則り行います。 

本競技会の出発合図員の号令は、「take your mark(s)」とします。 

本競技会は、５段階可動式スターティングブロック付きのスタート台（傾斜角度１０度）・バ
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ックストロークレッジを使用します。 

（２） 予選・タイム決勝競技では、競技成立後水中で待機し、次の競技開始後、速やかに自レーンよ

り退水してください。 

※50m種目、背泳ぎ種目、リレー種目につきましては、速やかに自レーンより退水してくださ

い。 

（３） 競技は予選・決勝・タイム決勝ともに10レーンで行います。また進行は、タイムスケジュール

通り行います。 

（４） 400m自由形・400m個人メドレー・200mフリーリレー・200mメドレーリレー・400mフリーリレー・

400mメドレーリレー・女子800m自由形・男子1500m自由形は、タイムレース決勝を行い、それ

以外の種目は、予選・決勝を行います。 

（５） 予選・女子800m自由形・男子1500m自由形タイム決勝は、年齢クラスを考慮せず無差別に行い

ます。 

（６） 女子800m自由形・男子800m・1500m自由形につきましては、当日の参加人数により組の組み換

えを行う可能性があります。 

組み換えを行う場合は、館内アナウンスを行います。 

（７） 機械故障等の諸事情により、タイムスケジュール記載時刻に対して20分以上の変化が生じた場

合には、館内アナウンスを行います。 

（８） リレーの引継ぎ判定は、PT-7000により判定します。 

（９） 計時バックアップは、半自動計時装置を使用します。 

（１０） ゴールタッチはタッチ板の有効面に確実にタッチしてください。 

 

３、決勝について 

（１） 決勝は、予選の結果、年齢別クラスの上位10名が出場することができます。なお、棄権者が出

た時は次点上位より順次出場権が与えられます。 

（２） 決勝進出者で、同記録で予定人員を超えた場合、スイムオフは行わず、抽選を行います。抽選

が発生した場合、ただちに館内アナウンスにて連絡いたします。 

抽選者は、該当する選手が行うことが望ましいが、監督・コーチが代理にて行っても構いませ

ん。 

（３） 補欠が同記録で複数いる場合、抽選を行います。補欠は２名とします。 

 

４、招集について 

（１） 競技に参加する選手は、必ず招集員の点呼を受けてください。 

（２） 招集は当該競技開始の概ね20分前に終了します。 

招集所で水着の確認を行います。 

（３） 予選・タイム決勝を棄権する場合は、プログラム巻末の棄権届を記入し、当該競技の開始1時

間前までに必ず招集所に届け出てください。 

（４） 決勝を棄権することは出来ません。やむなく棄権する場合は、その予選競技終了後1時間以内

に棄権料1,000円を添えて届け出てください。決勝用の棄権届は受付にて配布します。 

（５） 決勝進出者ならびに補欠者全員は、必ず招集員の点呼を受けてください。 

招集員の点呼を受けなかった場合、棄権と見なし棄権料を徴収します。 

（６） 補欠者は、その予選競技の終了後１時間30分以降に、招集所にて決勝棄権者の有無を確認した

場合、点呼を受けたと見なし、決勝競技の招集に参加しなくても棄権料の徴収は行わない。 

その際、決勝棄権が発生しても繰り上がり出場する意思がない場合は、プログラム巻末の届出

用紙を記入し提出してください。 
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（７） 無断で棄権した場合（補欠者を含む）は、棄権料1,000円に罰金1,000円を加えた合計2,000円

を徴収します。大会中に徴収できなかった場合は、大会終了後所属団体に連絡し徴収します。 

（８） 招集所が変更となっていますのでご注意ください。（別紙：会場図参照） 

（９） 競泳競技会において着用又は携行することができる水泳用品、用具のロゴマーク等についての

取扱規程を遵守してください。 

 

５、プールの使用について 

（１） メインプール 

① 水深を2.0mに設定します。（本大会は、朝のアップ時も2.0m） 

② ウォーミングアップは、7時30分から8時45分までとします。 

1～4レーンを女子専用・5～10レーンを男子専用とします。 

③ 公式スタート練習は、8時00分から8時45分の間実施します。 

1・2・9・10レーンとします。 

1・2レーン（女子専用）：スタート側からは25m付近まで、折返し側からは15m付近まで 

9・10レーン（男子専用）：スタート側からは25m付近まで、折返し側からは15m付近まで 

とします。 

公式スタート練習で使用するレーンにはバックストロークレッジを設置します。 

ただし、大会当日の状況により、使用するレーンを変更することがあります。 

（２） ウォーミングアッププール（サブプール） 

① 水深は1.2mです。 

② ウォーミングアッププール（サブプール）は、7時30分から 終レース終了まで利用できます。 

③ ウォーミングアッププール（サブプール）を使用する際は、プールサイドから足より入水して

ください。 

④ スタート台は設置しません。 

⑤ レーンの使用は、 

2～8レーン：男子専用、9～14レーン：女子専用レーンとします。 

⑥ 時間を限定し7・8・9・10レーンはベースレーンとします。 

詳細な予定は、当日ご案内いたします。 

⑦ アシストチューブの使用は、安全に留意し1レーンでのみ許可します。 

⑧ 他の選手との接触事故（けが）のもととなりますので、決して飛び込まないでください。 

⑨ 遊泳は禁止です。場内司令員の指示に従い、利用してください。 

 

６、撮影許可証について 

尼崎スポーツの森（50m）・ポートアイランドスポーツセンターで実施する公式大会（中学大会・

高校大会は除く）すべてにおいて撮影許可証の運用を行います。 

 

2018年度競技会要項の「ビデオ・カメラ等の撮影の管理について」に従って撮影してください。 

なお、スクール印・学校印のない「保護者（関係者）証」では、撮影を認めませんので予めご了承

ください。 

 

７、プールサイドの土足禁止について 

選手は、シューズの着用は禁止です。 

コーチ・競技役員は、必ず上履きを使用してください。 
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８、水泳場（尼崎スポーツの森）の使用について 

今後も継続して使用できますよう、皆様のご協力をお願いいたします。 

（１） 観客席を含む選手控え場所の混雑が予想されます。譲りあって使用してください。 

（２） 館外へ出る際は、プールサイドで使用している上履き・サンダルを下履きに履き替えてくださ

い。 

なお、各自で靴袋を用意して、靴(下履き)を靴袋に入れて保管してください。 

（３） 館内で出たゴミは、必ずお持ち帰りください。 

選手控え場所使用後は、必ず清掃してください。ロッカーの中にごみを放置せず、必ずお持ち

帰りください。 

（４） 待機場所としてメインプール施設２階屋外（軒下）も利用可能です。 

（５） 子供広場（ボールプール）との扉、25mプール２階との扉は開けないでください。 

（６） フットサルコート側への立ち入りは禁止です。 

（７） 水泳場側から、水泳場使用に関して注意を受けることがあります。 

度重なる注意があると使用できなくなる可能性がありますので、ご協力をお願いします。 

 

 

９、その他 

（１） 公式掲示板を、サブプール棟とメインプール棟間の窓に設置します。 

（２） 盗難防止のため、貴重品の管理には各チーム・各自で確実に行ってください。 

（３） 「ユーストリーム（ＵＳＴＲＥＡＭ）」でＬＩＶＥ配信を行います。 

(https://goo.gl/y1NLN5)※短絡URL 

（４） 競技結果を随時、以下のサイトに掲載します。 

日本水泳連盟公認モバイルサイト「スイムレコードモバイル」 

(https://goo.gl/2Nb26e)※短絡URL 

スイムレコードモバイルに加入されている方は超速報もご覧いただけます。 

 

１０、 シャトルバスの運行 

運行スケジュールは以下の通りです。 

 

【朝】 

1便  JR 立花：6時50分発 → 阪神電車 尼崎センタープール：7時00分発 → プール：7時10分着 

2便  JR 立花：7時40分発 → 阪神電車 尼崎センタープール：7時50分発 → プール：8時00分着 

 

【大会終了後】 

1日目 

プール：18時45分発 → 阪神電車 尼崎センタープール：17時55分着 → JR 立花：18時05分着 

2日目 

プール：18時00分発 → 阪神電車 尼崎センタープール：18時10分着 → JR 立花：18時20分着 

 

このバスは水泳大会関係者専用のバスで、先着順で乗車できます。 

万一、このバスに乗れなかった場合には、公共交通機関を利用してください。 

なお、競技進行状況により出発時間に変更が生じる場合は、館内アナウンスをいたします。 

 

以 上 


