第53回東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会
競技会参加時の新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する
注意事項および誓約事項

１．水泳競技会における感染拡大予防ガイドラインおよび大会主催者の指導や指示を遵守し、新型コロナ
ウイルス感染症などの感染防止に努めるてください。
２．大会初日の７日前以内に新型コロナウイルス感染の疑いや発熱などの症状が認められる者の参加を中
止してください。また、登録団体は所属選手およびスタッフの健康状態を必ず確認してください。
３．大会初日の７日前以内にチーム（クラブ）の中から新型コロナウイルス陽性者が発生した場合は、練
習場所および練習時間を同じくする者の参加を中止してください。
４．競技会会場への入場に必要な書類等は正確に記入してください。引率責任者は所属選手およびスタッフ
全員の書類について不備がないか確認してください。
５．主催者から競技会への欠場要請があった場合はそれに従ってください。
６．競技会後７日以内に新型コロナウイルスに感染またはその疑いが生じた場合は、速やかに主催者に報
告してください。
７．感染症拡散防止の目的で保健所ならびに関係機関に健康管理表に記載の個人情報が提供される場合が
あります。

飛込競技

追加要項

◇参加状況
参加団体：22団体

参加選手数：男子17名/女子32名

種目数：個人87種目/シンクロ６種目

◇競技順
実行委員会において公正公平に実施いたします。
◇競技日程について
10月24日に連絡の通り、一部の競技日程に変更がございます。
11/24（木）１日目

11/25（金）２日目

11/26（土）３日目

11/27（日）４日目

チャンピオンシップ 1m飛板飛込

男女14～15歳 1ｍ飛板飛込

男女12～13歳 １ｍ飛板飛込

男女9～11歳 １ｍ飛板飛込

男女12～13歳 3m飛板飛込

男女12～13歳 高飛込

男女14～15歳 ３ｍ飛板飛込

男女16～18歳 高飛込制限選択飛

男女14～15歳 高飛込

男女16～18歳 3m 制限選択飛

男女シンクロナイズド高飛込

チャンピオンシップ 3m飛板飛込

男女9～11歳

高飛込

男女シンクロナイズド3m飛板飛込

チャンピオンシップ 高飛込
チームダイビング

変更
11/24（木）１日目

11/25（金）２日目

チャンピオンシップ 1m飛板飛込

11/26（土）３日目
男女11歳以下

男女12-13・14-15歳 高飛込

高飛込

男女12-13・14-15歳 １ｍ飛板飛込

チャンピオンシップ 3m飛板飛込

男女シンクロナイズド3m飛板飛込

※12-13歳競技と14-15歳競技のすべての競技を同時に実施いたします。
※9-11歳競技を11歳以下競技とします。

男女11歳以下 １ｍ飛板飛込
チャンピオンシップ 高飛込

男女16-18歳 3m 制限選択飛
男女シンクロナイズド高飛込

11/27（日）４日目
男女12-13・14-15歳 ３ｍ飛板飛込

チームダイビング

飛 込 競 技
公式練習１日目

１１月２２日（火）
公式練習時間

公式練習２日目

中止

１日目

14:00

~

18:30

公式練習時間①

9:00

~

12:00

飛込体験会

12:30

～

13:30

コーチクリニック

13:00

～

14:30

ニチレイ飛込検定

13:30

～

14:30

公式練習時間②

14:30

~

18:30

監督者会議

17:00

～

１１月２３日（水）

１１月２４日（木）

予選

1. チャンピオンシップ 1m飛板飛込

14:00

~

14:17

決勝

2. チャンピオンシップ 1m飛板飛込

15:00

~

15:38

3. 男女シンクロナイズド高飛込

16:20

~

16:47

10:00

~

10:40

6. 男女16-18歳 3m飛板（制限選択飛）

11:15

~

11:40

7. チャンピオンシップ 3m飛板飛込

12:15

~

13:43

14:30

~

14:51

15:30

~

16:51

9:00

~

10:00

10:30

~

11:40

12:20

~

13:20

14:00

~

14:34

15:05

~

15:31

15:40

~

15:55

8:30

~

9:21

同時進行

20. 男女9-11歳 1m飛板飛込

8:30

~

9:18

同時進行

21. チャンピオンシップ 高飛込

10:00

~

11:03

11:30

~

12:03

24. 男女9-11歳 1m飛板飛込

12:30

~

13:08

25. チャンピオンシップ 高飛込

13:40

~

15:01

26. チームダイビング

15:20

~

15:50

２日目
予選

決勝

１１月２５日（金）
4. 5. 男女12-13歳・14-15歳 高飛込

8. 9. 男女12-13歳・14-15歳 高飛込
10. チャンピオンシップ 3m飛板飛込

３日目
予選

１１月２６日（土）
11. 男女11歳以下

高飛込

12. 13. 男女12-13・14-15歳 1m飛板飛込
決勝

14. 男女11歳以下

高飛込

15. 16. 男女12-13・14-15歳 1m飛板飛込
17. 男女シンクロナイズド3m飛板飛込
ダイビングショー
４日目
予選

決勝

１１月２７日（日）
18. 19. 男女12-13・14-15歳 3m飛板飛込

22. 23. 男女12-13・14-15歳 3m飛板飛込

※４日目、男女12-13歳・14-15歳３ｍ飛板飛込

ならびに

男女11歳以下１ｍ飛板飛込の予選競技を同時

時間に進行（実施）いたします。
※競技日程・時間に変更が生じる場合があります。
※11/26（土）15:40~15:55 ダイビングショーを予定しています。ご協力いただける選手がいらっしゃいまし
たら、是非、よろしくお願いいたします。
◇観客動員について
本大会は無観客での大会となりました。一般の方のご入場はいただけません。
◇健康管理表兼参加同意書について
健康管理表兼参加同意書（様式 A-05）は、各団体にてホームページよりダウンロードして出場選手および
チームスタッフに配布してください。（A4 サイズでプリントしてください）
参加初日に1回のみ提出してください。
◇登録団体用健康確認票（兼誓約書）について
登録団体用健康確認票兼誓約書（様式 T-03）は、各団体にてホームページよりダウンロードして持参して
ください。団体責任者は所属選手全員の健康状態を確認し、毎日、受付に提出してください。
◇競技方法について
（１）競技は、シンクロナイズド競技、16-18歳競技、チームダイビングを除くすべての競技で予選の人数
に関わりなく予選・決勝を行います。
（２）決勝は予選の結果、区分に関係なく上位8名が出場できます。予選9位・10位をリザーブとし、棄権者
が出た場合、順次出場権が与えられます。
（３）棄権をする場合は、大会本部に棄権届出用紙を提出してください。
（４）男女16-18歳競技は自動的にチャンピオンシップにエントリーされます。自由選択飛はチャンピオン
シップ競技で行います。チャンピオンシップ予選競技にて上位8位の選手（自由選択飛のみで8位）
がチャンピオンシップとして決勝に進出し チャンピオンシップの順位付けがされます。
なお、16-18競技は予選のみで順位付けされます。
（５）１ｍ競技はチャンピオンシップのみタワー側１枚の飛板で実施いたします。その他の１ｍ競技は全て
ウッドデッキ側の4枚の飛板で実施いたします。
◇チームダイビングについて
（１）チームダイビングは、ブロック別に１チームのみのエントリーという 条件を撤廃します。
（その他の競技方法は要項のとおり）地域や所属に縛られず編成できます。
（２）チームダイビングのエントリーは、専用のダイブシート（会場に配置）に必要事項を記入の上、
前日の15時までに申込金を添えて大会本部に提出してください。
（３）チームダイビングの演技順序は、女子から男子の順で、交互に演技してください。
※３ｍ飛板、高飛込の順序は問いません。（制限2演技・自由4演技）
◇団体総合得点について
（１）個人競技は1位１０点・2位７点→8位１点のとおりポイントを付与します。
（２）シンクロナイズド競技ではペアに対し、個人競技の倍のポイントを付与します。
（1位２０点

2位１４点

→

8位２点）なお、所属の違う選手同士がペアの場合、得点の半数をそれ

ぞれの所属に付与します。
（３）チームダイビングの団体総合得点は、編成するメンバーの 所属それぞれに個人競技の順位得点と同じ
方法でポイントを付与します。

◇招集について
予選競技は、競技開始20分前から招集を行います。所定の招集場所において、種目の確認およびADカード
を提出し、競技開始10分前までに招集を終えてください。予選の開始時間は、1人目の選手が演技を開始
する時間ですので、スムーズな招集にご協力ください。
決勝競技は、競技開始10分前から招集を行います。決勝競技は選手紹介を行うため、招集のアナウンス後、
速やかに着替えを済ませ、所定の招集場所に集合してください。決勝の開始時間は、選手紹介の開始時間
であり、競技開始の時間ではありません。
なお、予選、決勝ともに、招集の際に水着のチェックを行います。
◇公式練習について
１１月２２日（火）１４：００～１８：３０
（ １１月２３日（水）

９：００～１２：００

および

１４：３０～１８：３０

（１２：００～１４：３０にイベントが開催されます）
１１月２４日（木）

９：００～１８：３０

１１月２５日（金）～２６日（土）７：１０～１８：３０
１１月２７日（日） ７：１０～最終競技開始５分前まで
※選手同士は、密を回避して感染症対策を各自講じた上、練習に取り組んでください。
◇ＡＤカードについて
（１）ＡＤカードは各団体にてホームページよりダウンロードして団体の承認印を押印の上、出場選手お
よびチームスタッフに配布してください。
（Ａ４サイズでプリントして４分割する。プリントはモノクロでも可）
（２）選手ＡＤは大会期間中選手 1 名につき 1 枚とし、必ず記名してください。
（３）チームスタッフＡＤは団体スタッフに限り使用できます。選手の家族や友人などは使用できません。
（４）会場内では常時ＡＤカードを携行してください。
（５）ＡＤカードを収納するケースは各自用意してください。（折らずに収納できるサイズを使用）
（６）大会期間中の体温と体調を記入してください。
（７）出場最終日の退場時にＡＤカードを退場受付に提出してください。
◇入退場について
（１）入場時間
１１月２２日（火）

１３：４５

１１月２３日（水）～２４日（木）

９：００（競泳は７：１０）

１１月２５日（金）～２７日（日）

７：１０

（２）入場場所
入退場は、歩道橋直結白ゲートとなります。（別紙「会場図」を参照）
※天候等の状況により開場時刻および入場方法を変更する場合があります。
（３）入場の手順
①手指消毒
②AD カードチェック
③健康管理表兼参加同意書提出（出場初日のみ）
登録団体用健康確認票兼誓約書提出（日毎に 1 枚）
・記入漏れがないか事前に確認してください。
・健康管理表兼参加同意書は、あらかじめ手元に用意しておいてください。

④検温
・検温カメラで自動計測する。係の指示に従い１列でカメラの前を通過してください。
・37.5℃以上を検知した場合は、救護担当の指示に従ってください。
⑤入場許可スタンプ
・AD カードに許可スタンプを押印します。AD カードはケースから取り出しておいてください。
（４）退場について
退館時間１９：００（最終日は１７：００）
※練習終了時間と退館時間は異なりますので、「◇公式練習」をご確認ください。
※出場最終日の退場時に AD カードを退場口の受付に必ず提出してください。
◇帯同審判について
参加チームの中で、審判資格をお持ちの方は、是非、ジャッジ（帯同審判）のご協力をお願いいたします。
◇表彰について
（１）各種目１位～３位にメダルを授与します。
（２）各種目１位～８位に賞状を授与します。
（３）最も優秀な成績を収めた選手に田畑政治杯を授与します。
(４) 優秀な成績を収めた各区分、男女１名に優秀選手賞を授与します。
(５) 団体表彰は１位～８位までの団体に賞状を授与します。
※最終日の全競技終了後に優秀選手表彰式を行います。
※各競技の表彰式は行いませんが、フォトスポットの設置があります。
◇会場使用について（別紙「会場図」を参照）
（１）控え場所は観覧席のみとします。指定区域外への立ち入りは禁止です。
（別紙「会場図」を参照）
※招待選手専用の控え場所がございます。招待選手に直接連絡申し上げます。
（２）競技中は、ウォーミングアップエリアで観戦や応援はできません。
（３）観覧１階席最前列は危険防止のため使用不可とします。
（４）観覧席は対人距離を確保して利用してください。
（５）メインプール更衣室は更衣のみとし、ロッカーの使用はできません。荷物を放置しないでください。
（６）サブプール更衣室は使用できません。
（７）プールサイド、ウッドデッキでの飲食はできません。ただし、水分補給に関しては水およびスポーツ
ドリンクのみ可とする。（キャップ付きの物のみ許可する）
（８）ゴミは持ち帰ってください。
（９）アイシングに使用する氷は各自・各チームにて手配してください。
（10）タックスプレーの缶を直接置かないでください。
（11）滑車の付いた荷物をプールサイドで引きずって運ばないでください。
◇監督者会議について
１１月２３日（水）１７：００～

会議室

※オンライン（インターネット）での参加もできます。入室方法は各チーム代表者のメールアドレスに
連絡いたします。
◇感染症拡大予防について
（１）感染症予防ガイドラインに従って大会運営をいたします。
（２）大会会場内のみならず、往復の移動や日常生活においても感染症予防に努めてください。

◇放送・配信について（予定）
YouTube「かわずちゃんねる」で全競技録画配信します。
https://www.youtube.com/channel/UCKXDgeqAtqJwupKbIJStFKQ
※同時進行の競技は１１歳以下競技のみ配信いたします。
◇速報・競技結果について
インターネットにて公開いたします。
◇撮影について
プールサイド・観客席での撮影は ADカード携行の上、行ってください。
◇大会参加にあたっての同意事項について
（１）水泳競技会における感染拡大予防ガイドラインおよび大会主催者の指導や指示を遵守し、新型コロ
ナウイルス感染症などの感染防止に努めます。
（２）新型コロナウイルス感染の疑いや発熱などの症状が認められる場合には参加を辞退します。また、
主催者から大会の欠場要請があった場合はそれに従います。
（３）大会後７日以内に新型コロナウイルスに感染またはその疑いが生じた場合は、速やかに主催者に報
告します。
（４）大会期間中に発生した事故・傷病・感染症は、自己または保護者の責任において対処します。
（５）感染症拡散防止の目的で保健所ならびに関係機関に健康管理表に記載の個人情報が提供される場合
があることに同意いたします。
（６）悪天候・自然災害または感染症流行等により大会が中止になった場合および自己または主催者の判
断で出場取消しとなった場合でも申込金の返金を要求いたしません。
（７）公益財団法人日本水泳連盟および公益財団法人東京都水泳協会が定める規則等を遵守いたします。
◇その他
（１）プールサイドは室内履きに限り使用を認めます。
（２）貴重品は各団体の責任において管理してください。
（３）事故、怪我等の無いよう各団体において十分注意してください。
（４）会場内の設備、備品等を破損した場合は、所属団体の責任において弁償していただきます。
（５）駐車場利用について、有料の駐車場をご利用ください。
（６）辰巳水泳場前や近隣への路上駐車は禁止です。また、送迎や駐車場空き待ちでの路上停車も禁止です。
（７）東京スイミングセンターホームページに記載されている大会情報を確認してください。
（８）大会参加費（種目料等）の領収書が必要な参加クラブは、11月16日（水）までに、下記メールアド
レスまで連絡してください。
◇問い合せ先
東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会実行委員会【飛込競技】

tsc-invitation-dive@tokyo-sc.com

