
2022 年７月１日 
(一社)埼玉県水泳連盟 理事長 須田 邦明 

競技委員長 後藤 直之 
ジュニア委員長 丸笹 公一郎 

競技会時間変更のお知らせ 

猛暑が続いておりますが、皆様ご健勝の

ことと存じます。 
７／９(土)・７／１０(日)に開催されます、

埼玉県ジュニアオリンピックにおいて、県水

連競技役員の集合時間を９：１５に変更さ

せていただきます。競技役員打ち合わせ時間

となっておりますので、余裕を持ってご参加

ください。 
詳細は本連盟ホームページ

(https://www.sai-suiren.net/)をご参照くだ

さい。 
敬具 



7/9）  プログラム NO.1～NO.4 7/10）  プログラム NO.20～NO.23
の選手に限定します。上の選手以外は、7時45分～8時30分の間は、サブプールを使用してください。
8時30分以降はメインプール・サブプールともに使用制限はありません。選手が集中した場合、競技役員の
判断により入水を制限する場合があります。

《公式スタート》　 1回目　8時15分～8時30分 2回目　9時10分～9時45分

※ パドル・フィン・シュノーケル・チューブなどの練習器具の使用は禁止です。（競技中のアップも同様とする）
※ アップ時の混雑が予想されます。レース時間から逆算して各クラブで選手に指示をお願いします。
※ アップ時の選手の荷物置き場は、プール案内図を参照してください。

選手が集中する時間帯は競技部の方が中心となり、選手の誘導の指示を行なってください。
また、入水前には必ずシャワーを浴びる事とプールにセームを入れない事の声がけもお願いいたします。

(1) 競技会当日の各時間
① 駐車場開門 7時15分
② クラブ受付・入場 7時30分
③ 練習時間 7時45分～9時45分 ※朝のウォーミングアップについて※ を参照してください。
④ 主任役員打合せ 9時00分
⑤ 役員打合せ 9時15分
⑥ 競技開始 10時00分
⑦ 競技終了予定 7/9 15時19分 7/10 15時34分
⑧ リレーオーダーの提出は、メドレーリレーは8時30分まで、フリーリレーは午後の競技開始までとします。

※ アップ時の混雑が予想されます。密を避けるためにも出来るだけ各スクールでアップをしてくるようにしてください。
※ 会場・受付員は7時30分に、プール玄関付近に集合してください。
※ チーム入場・場所取りが済んだ競技役員の方は、会場準備（テント設営等）にご協力ください。

常任委員　集合時間　　7時00分　（会場準備・駐車場整理を行います）
来られない場合は連絡の上で代理をお願いします。（連絡先 : サンライン深谷　蝦名）

【競技役員の打合わせについて】
・ 主任役員打合せは、9時00分から本部・記録室で行います。
・ 競技役員打合せは、9時15分から密を避けるため各部署ごとに指定の場所で行います。

審判⾧・副審判⾧ 本部・記録室
泳法審判員 プールサイド　通告席前付近
折返監察員 大会議室
計時員 第4会議室
招集員 招集所
会場・受付員 7時30分にプール玄関付近に集合
出発合図・記録・機械審判・コンピューター・通告　の競技役員の方は、各場所で打合せを行ってください。

【競技役員の控え場所について】

両日ともに、朝の練習時間は７時４５分～９時４５分、分散しておこないます。

７時４５分～８時３０分まではメインプールの使用を

第44回　埼玉県ジュニアオリンピック水泳競技大会（7/9.10）

最新の【競技会に参加の全ての方は新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください】

　【連　絡　・　注　意　事　項】

本競技会は感染予防対策および熱中症対策を徹底して開催いたします。

を必ず読んでいただき、厳守をお願いいたします。

※　朝のウォーミングアップについて　※



県水連の競技役員の方は、大会議室を控え場所としてご使用ください。
中体連・高体連の競技役員の方は、第３会議室を控え場所としてご使用ください。
ジュニア委員会の競技役員の方は、大会議室か第４会議室を控え場所としてご使用ください。

(2) 会場到着からチーム受付・館内入場について
① スクール車両は競技役員の指示に従って事前に申請した車両台数を所定の場所に駐車をしてください。
② チーム代表者1名が健康チェック表および同意書を持参し、玄関前でチーム受付をしてください。

※チームで集めた健康チェック表の先頭ページの右上に大きく集めた枚数を記載してください。
※途中来場の場合も入場時に引率コーチが付き添いのもと、健康チェック表を提出して入場となります。
　選手が速やかに入場できるように選手・保護者・コーチで連絡、連携を図ってください。

③ チェック表の提出・確認が済んだクラブからに入場します。
会場に入場する際は、チーム毎に陸上競技場の前の駐車場で一時待機して指示された順番で入場いたします。
緊急車両通路の消毒エリアで消毒・検温をして入場しますが、ランニングコース前は一時停止してください。
朝の選手入場時は正面左側スタンド入口と中央スタンド入口の2か所から入場します。
(再入退場と途中入場は中央入口のみ)
入場口はチームごとに、空いてる方に競技役員が誘導しますので速やかに移動をお願いいたします。

※ 場内ではマスクを着用し、こまめに水分補給を行ってください。
※ 健康チェック表の記入漏れ、捺印漏れが無いように確認してから提出してください。
※ 入場待ちの際は会話を控え、密な状態にならないように十分に間隔を空けてください。
※ 保護者の車両は、青木町公園内には駐車できません。

(3) 選手控え場所について
① 選手控え場所はスタンド席、プールサイドの指定された場所とします。（場所は全て指定いたします）
② 控え場所の敷物は１人用マットのみ可、チームの大きいマットやシートは禁止いたします。

飛沫感染予防のため、選手同士向き合っての食事は禁止いたします。

(4) 更衣室の使用について
① ブロックにより更衣室を分けます。

男子更衣室　⇒　西部ブロック・東部ブロック・中学校・高校の選手が使用
女子更衣室　⇒　南部ブロック・北部ブロック・大学・社会人の選手が使用

② 更衣室は一度に利用できる人数に制限があります。できるだけスクールから水着の着用をお願いします。
③ 混雑を避けるため、入場制限を行う場合があります。競技役員の指示に従って使用してください。
④ 更衣室は更衣のみで使用し、荷物等を置いていかない事。
⑤ 更衣室の使用は短時間、会話の自粛にご協力ください。

(5) プール使用方法について
① 朝のウォーミングアップについて

ダッシュレーンは、スタート側からの一方通行となります。
ウォーミングアップ中も不要な会話は禁止、感染予防対策を徹底してください。

② 競技中のサブプールの使用について
競技中のアップは20分間、レース後のダウンは400ｍを目安として、終わりましたら速やかに移動してください。
サブプールでの飛び込みは禁止とします。
プール内での密を防ぐため、レーンサイドで選手がたまらないよう、十分に注意してください。

※ プールサイドでの応援などは禁止です。各クラブでご指導をお願いいたします。

(6) 招集について
① 招集については密集を防ぐために第１招集エリアと第２招集エリアを設置します。
② 招集する競技NOを掲示しますので早く集まらないように注意してください。

各クラブの引率コーチは、選手に、組とレーンを伝えておいてください。（特に50ｍ自由形）
③ 招集エリアには引率コーチは入れません。
④ FINA（国際水泳連盟）公認の水着を着用すること。招集所で承認マークを確認します。
⑤ レース直前までマスクを着用してください。マスクや自分の荷物は、袋やバックに入れて一つにまとめてください。



(7) 競技について
① 2022年度（公財）日本水泳連盟競技規則に則り実施する。
② 競技はすべてタイムレース決勝とする。
③ 競技を棄権する場合は、ジュニア委員会指定の棄権届出用紙で提出してください。
④ ゴールタッチはタッチプレートの有効面に確実にタッチする事。

(8) 競技役員の方への連絡
① 服装、上は競技役員シャツ、下は紺または黒のズボン、スラックスを着用してください。（厳守）
ジャージ・ハーフパンツ・サンダルは禁止です。

② 競技役員のプールサイドで履く上履きは、必ず白いシューズを履いてください。
上履きは靴のライン、靴底等も白のものを使用してください。（上履きと明確にわかるようにするため）
当日、白ではないシューズ（上履き）の方は素足で役員をやってもらいます。
※感染予防のため、競技役員の役務遂行中は不織布のマスクを着用してください。
※熱中症対策に伴い、当日の天候次第で大会本部からマスク着脱の指示をいたします。

③ 競技役員は水分補給をこまめに行い、熱中症対策をしてください。
④ 競技役員は競技終了後、清掃分担表に従って速やかに各箇所の清掃、消毒を行ってください。

担当者の確認が取れ次第、終了となります。
全体の清掃・片付けが終了後、プールサイドで終礼、解散となります。

(9) 引率コーチの方への連絡
① 健康チェック表・オーバー率申請書等の委員会提出書類は、最新の書式の物を使用するようにしてください。
② 競技中は招集エリアおよびプールサイドアリーナ内のコーチの入場を禁止します。
③ スタンドにコーチ席を設けます（場所はジュニア委員会で指定します）

ラップの計測や応援は指定場所で行ってください。
④ プールサイドは履物は、競技役員と同様に白色の物のみを可といたします。

引率コーチ・競技役員は、必ず指定のAＤカード（写真付き）を着用してください。

※ 会場での貴重品は各スクールで管理をしてください。また、貴重品の紛失、盗難および大会会場への
行き帰りの事故等については、大会主催者側では一切の責任を負いかねますので、予めご注意ください。

(10) 個人情報及び肖像権にかかわる取り扱いについて
エントリー完了時点で「公式競技会及び公認競技会における個人情報及び肖像権に関する取扱いについて」
をご承諾いただいたものとして対応させていただきますので保護者様へのご連絡をよろしくお願いいたします。

(11) その他
① 保護者の車両ついては公園内には入れませんので近隣の有料駐車場をご利用いただきますようご案内ください。

※近隣の道路での駐車による送迎はできません。有料駐車場利用の場合はエンジンを切ってお待ちください。
② 優秀選手は発表のみ、授与式は行いません。対象となりそうなスクール引率者は確認してお帰りください。
③ 当日のゴミは、各クラブでお持ち帰りください。
④ 大会に関係ない場所には立ち入らないようにしてください。
⑤ 会場には道順や競技に関して問い合わせをしないでください。
⑥ 競技結果はジュニア委員会Web速報で確認する事。
⑦ 大会の連絡事項については必ず保護者へ連絡事項をコピーして配布、案内をする事。

※ 忘れ物は1週間保管します。問い合わせは、必ず選手・保護者から各クラブを通じて、
競技部・早野（サンシャイン久喜）へ行ってください。会場への問い合わせは絶対に行わない事。

各スクールの引率者は、スクールの選手の把握を最優先とし、常に控え場所での帯同をお願いします。
感染予防の観点から、他のスクールの選手であっても三密や感染危険に当たる行為を見つけた場合は

　　　　　　　指導をお願いいたします。
　　　　　　　お互いに感染予防をすることで安全に競技会を運営したいと思います。ご協力をお願いいたします。



NO 性別 区分 距離 種目 組数 時間 NO 性別 区分 距離 種目 組数 時間

1 女 全年齢 200 メドレーリレー 1 10:00 20 男 全年齢 200 メドレーリレー 1 10:00

2 女 全年齢 400 メドレーリレー 1 10:05 21 男 全年齢 400 メドレーリレー 1 10:05

3 女 全年齢 200 個人メドレー 3 10:11 22 男 全年齢 200 個人メドレー 5 10:11

4 女 全年齢 50 自由形 41 10:23 23 男 全年齢 50 自由形 42 10:29

5 女 全年齢 100 背泳ぎ 5 11:26 24 男 全年齢 100 背泳ぎ 6 11:33

6 女 全年齢 100 平泳ぎ 5 11:37 25 男 全年齢 100 平泳ぎ 6 11:46

7 女 全年齢 200 自由形 6 11:49 26 男 全年齢 200 自由形 8 11:59

8 女 全年齢 100 バタフライ 6 12:09 27 男 全年齢 100 バタフライ 6 12:24

12:22 12:37

9 女 全年齢 400 個人メドレー 1 13:00 28 男 全年齢 400 個人メドレー 2 13:00

10 女 全年齢 50 背泳ぎ 9 13:06 29 男 全年齢 50 背泳ぎ 11 13:12

11 女 全年齢 50 平泳ぎ 8 13:21 30 男 全年齢 50 平泳ぎ 8 13:30

12 女 全年齢 50 バタフライ 13 13:35 31 男 全年齢 50 バタフライ 13 13:43

13 女 全年齢 100 自由形 20 13:56 32 男 全年齢 100 自由形 22 14:03

14 女 全年齢 400 自由形 2 14:38 33 男 全年齢 400 自由形 2 14:47

15 女 全年齢 200 背泳ぎ 2 14:49 34 男 全年齢 200 背泳ぎ 2 14:58

16 女 全年齢 200 平泳ぎ 2 14:56 35 男 全年齢 200 平泳ぎ 3 15:05

17 女 全年齢 200 バタフライ 2 15:04 36 男 全年齢 200 バタフライ 3 15:16

18 女 全年齢 200 フリーリレー 2 15:11 37 男 全年齢 200 フリーリレー 2 15:26

19 女 全年齢 400 フリーリレー 1 15:19 38 男 全年齢 400 フリーリレー 2 15:34

15:26 15:46

7月10日（日）

※ 競技時間はあくまでも予定です。競技進行の都合で、時間が前後する場合がありますのでご注意ください。

競　　技　　順　　序

午前の競技終了予定

昼休み  12:22〜13:00

午後の競技終了予定

午前の競技終了予定

昼休み  12:37〜13:00

午前の競技終了予定

7月9日（土）



7月9日

 審　判　長 東條　利仁

副 審 判 長 磯川　憲一 細貝　孝樹 菅谷　和孝 鈴木　明仁

泳法審判員 （主） 早野　太郎 本多　洋平 内野　真人 進元　春樹 阿部　真一郎

土田　浩司 麻生　建悟 梶川　悟

折返監察員 （主） 土浜　翼 川﨑　  孝 酒井　京子 野田　力 山鹿　  毅

（副） 平田　力也 秋葉　和代 白石　ひろみ 沙魚川　泰祐 山田　  透

倉本　和浩 天井　由美 並木　るみ 小林　浩仁 吉岡  裕樹

髙橋　勝也 臼井　全人 佐藤  和宏 小柳　朗世

大畑　陽志朗 岡田　せつ子 真鍋　信介 大久保　郁子

出発合図員 （主） 志村　学 丸　光弘 小田　達也

計　時　員 （主） 江藤　邦徳 金子　泰淳 東郷　鉄平 小島　遼 多田　邦徳

望月　功 夢川　大樹 井上　新 川島　由伸 日下　陽介

高窪　紗和 村田　一真 長谷川　広海 阿藤　武 松本　悟

馬場　俊行 荻原　真吾 土田　心太郎 神山　立哉 木村　葵

記録・表彰 （主） 門田　彩 尾崎　麻佐美 野口　ひより

招　集　員 （主） 蝦名　秀臣 福澤　裕康 山本　理紗 三宮　一洋 佐久間　亜未

鈴木　和輝 横山　紗代 小峯　悠紀

機械審判員 （主） 牛久保　聡 田中　優輝 長島　大樹 鈴木　脩喜

コンピュータ操作 （主） 佐藤　恵 村上　淳也 圓谷　修平 柴山　祥太 髙野　陽平

関根　潤

通　告　員 （主） 黒岩　晴香 鈴木　光晴 小山　登美江 中田　愛海

会場・受付 （主） 柳田　勝義 増田　聖乃 佐々木　駿一 千葉　あんな 柿沼　大翔

（副） 椙本　正人 伊藤　桃子 髙橋　真成斗 柳原　知佳 片岡　あゆな

救　護　員 白石　美幸

場 内 指 令 丸笹　公一郎 白石　福松

救　助　員 東條　利仁 早野　太郎

大 会 総 務 須田　邦明 丸笹　公一郎 白石　福松 植竹　浩幸 西川　之博

鈴木　明仁 宮下　　仁 鈴木　光晴 東條　利仁 磯川　憲一

柳田　勝義 町田　和彦 早野　太郎 蝦名　秀臣

競　　技     役     員



7月10日

 審　判　長 東條　利仁

副 審 判 長 磯川　憲一 細貝　孝樹 菅谷　和孝 鈴木　明仁

泳法審判員 （主） 早野　太郎 本多　洋平 内野　真人 進元　春樹 阿部　真一郎

土田　浩司 麻生　建悟 梶川　悟

折返監察員 （主） 土浜　翼 川﨑　  孝 岡田　健治 野田　力 山鹿　  毅

（副） 平田　力也 秋葉　和代 白石　ひろみ 沙魚川　泰祐 鈴木　和子

宍戸　純 小森　俊男 並木　るみ 鶴岡　充代 吉岡  裕樹

生田目　宗典 大久保　郁子 佐藤  和宏 小柳　朗世 臼井　全人

泥谷　秀隆 中村　淳子 小林　浩仁 新堀　陽一 古市　浩康

髙橋　勝也 大畑　陽志朗 山岡　かおり 中道　理央

出発合図員 （主） 志村　学 丸　光弘 小田　達也

計　時　員 （主） 江藤　邦徳 馬場　俊行 東郷　鉄平 小島　遼 多田　邦徳

望月　功 夢川　大樹 井上　新 川島　由伸 日下　陽介

中谷　勇志朗 村田　一真 長谷川　広海 阿藤　武 松本　悟

高窪　紗和 荻原　真吾 土田　心太郎 神山　立哉 木村　葵

記録・表彰 （主） 門田　彩 北川　麻美 野口　ひより

招　集　員 （主） 蝦名　秀臣 福澤　裕康 山本　理紗 三宮　一洋 佐久間　亜未

鈴木　和輝 横山　紗代 小峯　悠紀

機械審判員 （主） 牛久保　聡 田中　優輝 長島　大樹 鈴木　脩喜

コンピュータ操作 （主） 佐藤　恵 村上　淳也 圓谷　修平 柴山　祥太 髙野　陽平

関根　潤

通　告　員 （主） 黒岩　晴香 小山　登美江 中田　愛海 尾崎　麻佐美

会場・受付 （主） 柳田　勝義 増田　聖乃 佐々木　駿一 千葉　あんな 柿沼　大翔

（副） 椙本　正人 伊藤　桃子 髙橋　真成斗 柳原　知佳 片岡　あゆな

救護員 白石　美幸

場 内 指 令 丸笹　公一郎 白石　福松

救助員 東條　利仁 早野　太郎

大 会 総 務 須田　邦明 丸笹　公一郎 白石　福松 植竹　浩幸 西川　之博

鈴木　明仁 宮下　　仁 鈴木　光晴 東條　利仁 磯川　憲一

柳田　勝義 町田　和彦 早野　太郎 蝦名　秀臣

競　　技     役     員




