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１ 競技について 

（１）本競技会は、2017年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則に則り実施する。 

（２）競技は予選８レーン、決勝８レーンでタイムスケジュール通りに行う。 

（３）決勝は、予選の結果上位８名が出場できる。なお棄権者が出た時は次点上位より順次出場権を不える。 

（４）決勝進出は、同記録で予定人員を超えた場合、抽選を行う。 

（５）補欠が同記録で複数いる場合、抽選を行う。補欠は２名とする。 

（６）招集は競技開始20分前から行う。本人確認のため招集所には、ＡＤカードを持参すること。招集所受付で水

着の確認を行う。 

（７）予選を棄権する場合は、所定の棄権届出用紙に記入し、当日予選競技開始20分前（１日目は９時40分、２

日目～３日目は９時 10 分）までに招集所に届け出ること。決勝を棄権することは出来ない。やむなく棄権す

る場合は、その予選競技終了後１時間以内に届け出ること。 

（８）バックアップは半自動装置を使用する。 

（９）ゴールタッチはタッチ板の有効面に確実にタッチすること。 

（10）リレーの引継ぎは、引継ぎ判定装置によって判定する。（-0.03秒までを許容範囲とする） 

（11）競技成立後は、折返し監察員の指示によりプール横から退水すること。但し、リレー競技は自コースから退

水すること。 

（12）予選は組のみ紹介、決勝は1レーンから順に選手紹介を行う。 

（13）リレーオーダーは下記の時間までに招集所に提出すること。 

１日目・7月１５日(土) ２日目・７月１６日(日) ３日目・８月１７日(月) 

予選競技 決勝競技 予選競技 決勝競技 予選競技 決勝競技 

監督会議 

終了後受付まで 

レース開始

１時間前 

１日目の 

競技終了まで 

レース開始

１時間前 

２日目の 

競技終了まで 

レース開始

１時間前 

（14）本大会は、上訴審判団を設置する。 
 

２ 全体スケジュール 

期  日 開門時間 
予選競技 予選競技 決勝競技 決勝競技 閉門時間 

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間 (予定) 

公式練習７月14日(金) 13時00分 公式練習日 19時00分 

１日目・７月15日(土) ７時30分 10時00分 16時00分 16時15分 17時18分 18時30分 

２日目・７月16日(日) ７時30分 ９時30分 14時50分 15時05分 17時03分 18時30分 

３日目・７月17日(月) ７時30分 ９時30分 12時47分 13時17分 14時43分 16時30分 

開会式 ７月15日(土) ９時30分～  閉会式 ７月17日(月) 15時00分～（予定）  

 

３ 表彰について 

（１）１位～３位に賞状を授不し表彰する。 

（２）閉会式の団体表彰について男女各総合優勝校は3名を、2位・3位校は1名を所定の席に配置すること。 

 

４ 練習プールについて 

（１）メインプール 

① 水深は２ｍ、水温28度とする。 

② バックプレート付のスタート台を設置する。 

③ バックストロークレッジを設置する。 

④ 大会期間中は 7 時 00 分から競技開始 15 分前までとする。ただし大会第一日目は開会式準備のため 9 時

15分とする。 

⑤ ７レーンをペースレーンとする。（クロールのスイムでのみ使用可） 

⑥ １・２レーンをダッシュレーンとする（スタート側からの一方通行）。公式スタート練習の際は、最大 6 レー
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ンをダッシュレーンに拡大する。 

⑦ ダッシュレーンの代理人による順番待ちは禁止する。 

⑧ ウォーミングアップについて 

ｱ）途中で止まらず最後まで泳ぐこと 

ｲ）レーンロープにつかまらないこと 

ｳ）プールに入水するときは、スタート台左側より入ること 

ｴ）止まっている選手は休んでいるものとみなし、クロールで追い抜くこと 

ｵ）ビート板、プルブイ、ライトフィンは使用可。ただしパドル・シュノーケルとチューブ類は事故防止のた

め禁止する。（サブプールも同様） 

⑨ 公式スタート練習は、7月15日（土）から17日（月）まで、8時30分～9時10分に行う。 

※ 公式練習日、７月14日（金）は14時00分～14時40分と15時30分～16時10分に行う。 

（２）サブプール（25ｍ× 7レーン） 

① 水深は1.25ｍ～ 1.45ｍに固定する。（飛び込みは禁止とする） 

② 水温は28度に設定する。 

③ 安全確保のためダッシュレーン・ペースレーンは設けない。 

 

５ 施設の使用について 

（１）選手・監督・コーチの入退場は２階ロビー入場口・１階入場口・屋外プール通用口とする。ただし，屋外プー

ル通用口は競技開始前まで利用可とします（競技開始以降閉鎖します）。 

（２）プールサイドは屋内，屋外ともに履物（上履き，サンダル）は禁止です。選手，監督は裸足でお願いします。

ただし，競技役員は上履きを履きます。 

（３）選手・監督・コーチは動線を守ること。 

（４）「競技会場においての商業ロゴマーク等についての取り扱い規定」を厳守すること。 

【大切なことですから、本欄を読んで必ず守って下さい】を参照のこと。 

（５）選手・監督・コーチエリア（２階ロビー、メインプール・サブプール・屋外プール選手控え所・選手控え所）

には、観戦者は入ることは出来ない。 

（６）ＡＤカードは、館内にいる時は常時首からさげていること。また、入退場に際しては、必ずＡＤカードを提示

して係員の指示に従うこと。 

 

６ 注意事項 

（１）予選動線と決勝動線を区別する。選手は誘導員の指示に従うこと。 

（２）表彰時において、小旗、タオル、部旗等の持ち込みは禁止する。 

（３）プログラムの訂正等については、「プログラム訂正用紙」に必要事項を記入の上、監督者会議終了後、監督者

会議受付に提出すること。（大会１日目以降は招集所に提出） 

（４）プールサイドに移動式電光掲示板（7位まで表示）を設置する。 

（５）公式掲示板を、ラグビー・サッカー場連結通路・２階ロビー前に設ける。 

（６）持ち物、貴重品については各選手、各学校の責任において管理すること。 

（７）競技結果を、以下の公式サイトにて確認することができる。 

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」（http://j-swim.jp/） 

   競技結果速報サービス（http://miyazakisuiren.com/nagasaki/S_select.php） 

 

７ その他諸連絡 

（１）会場概要 （別紙参照） 

（２）会場利用上の注意 

① 会場への入場について 

ｱ) プールアリーナの開門時間は７時30分とします。 

ｲ) 保護者入場は南口のみで７時 40 分からです。入場の際は危険を伴いますので、決して走らないで下さい。 

ｳ) メインスタンド入場は７時 30 分からです。入場順抽選は行いません。各県に選手・監督・保護者席とし

て 3 日間固定で割り当てします。一般席は設けません。保護者席は原則として各県の割り当てられたエリア
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の後方3列（スタート側スタンドは後方2列以内）とします。各県内で調整をお願いします。監督会議後に

各県専門委員長と確認をしてください。 

※ スタンド内は敷物等（シート・毛布）の持ち込み、道具を用いての場所取りは禁止します。なお、敷

物・置物等は場内司令員・警備係が撤去します。 

ｴ) プールアリーナの応援デッキスペース（電光表示装置）は、５県に割り当てし、立ち見専用とします。敷

物や道具を用いての場所取りは禁止します。 

ｵ）深夜、早朝から入場口に並ぶことのないようご協力下さい。保護者の入場待機は南口から陸上競技場側へ

お並びください。 

※道路には駐停車できません。またプール専用の駐車場はありません。公共の交通機関をご利用下さい。 

ｶ) 詳しくは事前連絡事項【選手・監督の皆さんへ】で確認してください。 

② 選手控え場所について   

ｱ) プール施設内では屋外のプールサイド、25m プールのスタンド、プール施設外では２階通路に各県１張の

テントを準備します。プール施設周辺の連結通路（１階・2 階）は控え場所として許可を受けていません。 

ｲ) 選手控え場所の敷物等は整理整頓し、ごみの処理を徹底して下さい。 

ｳ) 屋外プールはプラーイベートテントを設置できます。 

ｴ) 詳しくは事前連絡事項【選手・監督の皆さんへ】で確認してください。 

③ マッサージスペースについて 

館内（プールアリーナおよびサブプール周辺）にマッサージスペースは設けません。プライベートテントエリ

アに限定します。 

④ 部旗について 

ｱ) 部旗のサイズは1m×1.5m程度とします。部旗設置できる部分があまりありません。ご協力お願いします。 

ｲ) 50mプールのスタンド最前部は各校名を表示しますので，部旗は設置できません。 

ｳ) 25mプールのスタンド最前部，または，50mプールのスタンド最後部などは部旗を設置できます。 

ｴ) 部旗の設置や撤去は各校で行ってください。 

ｵ) 部旗の設置は7月14日(金)13時00分開場時よりできます。 

 

⑤ 更衣室について 

ｱ) ロッカーは必ず施錠して下さい（盗難防止のため）。鍵を紛失しないようご注意下さい。鍵を紛失した場合

は実費1,500円が徴収されます。 

ｲ) 更衣室にマッサージ台・敷物等の持込みは禁止します。 

ｳ) 更衣室のロッカーは、毎日荷物を持ち帰って下さい。 

ｴ) 置き荷物は忘れ物として扱い、全日程終了後処分させていただきます。 

⑥ 貴重品について 

持ち物、貴重品は、各学校で管理し盗難には十分に注意してください。万一、盗難が発生した場合、大会本

部はその責任を負いかねますので重ねてご注意ください。 

⑦ ごみについて 

会場には、ごみ箱を設置しません。ごみは必ず各自で持ち帰りをお願いします。 

 

（４）ＡＤカードについて 

 「チームスタッフ」としての発行は、各県 25 枚を専門委員長に配布します。各県専門委員長で調整をお願い

します。再発行に関しては、各県専門委員長を通じて１階総合案内にお申し出ください。 

（５）撮影許可について 

撮影許可証は必要ありません。ただし撮影時には以下の注意事項を守って下さい。 

《注意事項》 １ 会場内では指定された場所（観覧席）で撮影して下さい。撮影禁止区域（スタート側観覧席）

での撮影はできません。 

２ 競技の妨げになるような撮影はしないで下さい。 

３ 丌審な撮影行為は場内司令員・警備係が事情聴取をいたします。場合によっては警察に連絡

します。丌審な撮影行為を見かけたら場内司令員・警備係に連絡をお願いします。 

４ 個人情報保護法に抵触しないよう十分に注意して下さい 



応援席（メインスタンド，スタート側スタンド） および 電光表示装置側スタンド応援席の割当について 

 

・一般席は設けていません。保護者の方は各県割り当てのメインスタンドは後方の 3列，スタート側のスタンドは後方の 2列をご利用ください。 

 十分な数の座席がありません。座席の利用については県内で調整をお願いします。 

・電光表示装置側スタンドの応援席（ＡＤカード必要）は選手・監督用としてＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅのエリアに分けローテーションで回します。 

エリア Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

7月 14日（金） 福岡 沖縄 鹿児島 大分 熊本 

7月 15日（土） 鹿児島 大分 熊本 沖縄 福岡 

7月 16日（日） 熊本 沖縄 福岡 大分 鹿児島 

 

佐
賀 

熊本 

長
崎 

福岡 大分 

福岡 

鹿児島 宮崎 

熊本 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

沖縄  

屋内プールのプールサイドは敷物を敷くなど，場所

取りは禁止です。 

 

【撮影エリア】 

体の不自由な方が来ら

れたら速やかに場所を

あけてください。 



選手控所（屋外プールサイド，25mプールスタンド）について 

屋外プールの屋根がある部分は 5県（佐賀，大分，宮崎，鹿児島，沖縄）に割り当てます。屋根があるエリア以外はプライベートテントの設置が可能です。 

25mプールのスタンドは 2県（福岡，熊本）に割り当てます。割り当てたエリアには，十分なスペースはありませんので県内で調整してください。 

 

選手控所（屋根あり） 

大分・鹿児島 

選手控所（屋根あり） 

佐賀・宮崎・沖縄 

選手控所 熊本 

選手控所 福岡 

テント控所（各県１張） 

大会前日（7月 14日(金)）の開場について 

・大会会場は 13時 00分 

・屋外プールの通用口はプライベートテント

を設置するチームのために 12 時 00 分頃から

開場します。ただし，屋内プールへの入場は

13時 00分からです。 

 

テント控所（各県１張割り当てます。） 

テントは競技が終わりましたらテントの足

を折りたたみます。また，一般の方が通行す

る場所でもありますので，荷物やごみの残置

は絶対にしないでください。周囲の方への配

慮をお願いします。 

 



会場図 

 

 

③②① 

⓵大会本部 

⓶役員室 

⓷専門委員長室 

招集所 

プールへの入場について（ＡＤ必要） 

屋外プール通用口 

 7/14 12:00～ 開場 

 7/15～17 

7:15～競技開始 開場 

競技開始以後閉鎖 

（ただし，屋内プールへの入場は 7:30～） 

１階入口 

 7/14 13:00 開場 

 7/15～17 7:30 開場 

２階ロビー入口 

 7/14 13:00 開場 

 7/15～17 8:00 開場 

インターハイ受付 

7/15 15時 00分～ 

総合案内 

 受付 7/14 12時 00分～ 

プログラム販売 

賞状受渡 

忘れ物 など 

観覧席への入場について 

選手・監督（ＡＤ必要） 

 7時 30分～ 

 観覧席北口，中央口 

保護者・一般 

 7時 40分～ 

 観覧席南口 

選手控所（ＡＤ必要） 

競技役員・補助員控所 

※ラグビーサッカー場の会議室 

（7/14,15,17）と県営野球場第 2

会議室もあり。 
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