
 
 

第５６回 習志野市市民総合体育大会水泳競技会 
     兼 第７２回 千葉県民体育大会選手選考会   
 

開 催 要 項 
 

 

１．主 催: 習志野市教育委員会 習志野市スポーツ協会 

２．主 管: 習志野市水泳協会 

３．開催日: 令和４年７月３日(日) 

４．時 間: 午前８時３０分受付開始、１０時００分競技開始 

       大会開会式を 9 時４５分から開始（参加者は１か所には集合しないで行います。） 

             競技前の練習:午前８時３０分受付後~午前９時１５分まで 

                                     【終日、第６コースのみクールダウンができます】 

５. 会 場: 日本大学生産工学部 津田沼校舎２５号館プール 

       公認 ２５ｍ×６レーン 深さ:1.4ｍ～1.2ｍ 

         習志野市泉町１－２－１(京成大久保駅下車 徒歩１０分) 

６. 参加資格: 習志野市在住・在勤・在学の中学生以上の方 

               水泳競技会を理解し、定期的に週一回以上水泳の練習を行い、自らの責任におい

て参加できる方。 

7. マスク着用: ウォーミングアップ、競技、クールダウン以外は、マスクを着用してください。 

 

  新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策のため、これまでの競技会とは異なる運営方法 

となる事項が多数あります。 

参加を希望されるすべての方に、本要項の内容を十分にご理解いただき、ご賛同のうえ 

お申込みいただけることを謹んでお願い申し上げます。 

競技会当日、入場時に別紙の健康チェックシートを提出してください。 

※6 月 19 日（日）から検温し、健康チェクシートを記入する。 

※チーム責任者として来場される方、競技役員として協力いただく方も、健康チェックシート 

の提出が必要です。 

 



新型コロナウィルス感染症拡大防止のための注意点および参加条件 
 

習志野市市民総合体育大会水泳競技会の開催にあたり、主催者として「健康で安心して泳げる 
環境を整えること」を全力で取り組みたいと考えています。 
そして、安全な大会の開催には、出場される選手の皆様や競技役員一人一人の協力が不可欠であり、
これまで以上にルールの順守とマナーが求められる競技会になることが必至です。 
 今後も習志野市市民総合体育大会水泳競技会を継続的に開催していくためにも、本競技会で感染
者を出すことは絶対に避けなければなりません。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
 
■  参加者の皆様へ 

本要項の内容を必ず確認し了承のうえ、“うつさない” “うつらない” 感染拡大防止対策に 
 積極的にご協力いただきますようお願いいたします。 
 
【本競技会の参加条件】 
  下記の（１）～（３）の事項を確認・承諾のうえで申し込みをお願いいたします。 
（１）下記の方は、入場および競技出場ができません。 
   ①大会日と直前１４日間において以下の事項に該当する方。 
    ・体温が 37.5℃以上の発熱がある。 
    ・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がある。 
    ・だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある。 
    ・臭覚や味覚の異常がある。 
    ・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状がある。 
    ・新型コロナウィルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある。 
    ・同居家族や身近な知人の感染が疑われる。 
    ・過去１４日間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域 

等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある。 
   ②「12.健康管理条件(3)」に記載の「健康チェックシート」を当日入場時に提出されない方。 
   ③入場時の検温（非接触体温計）により 37.5℃以上ある方。 
   ④選手、チーム責任者、競技役員以外の方。 
   ⑤選手のご家族、付き添いの方。（不明な点等ございましたらお問合せください。） 
   ⑤マスクを着用していない方。（ウォーミングアップ、競技、クールダウン中は除く） 
   ⑦感染拡大防止（３密対策）に協力しない方。 
 
（２）その他の下記注意事項についてお守りください。 
   ①入場の際は、必ず手指消毒を行ってください。 
   ②ロッカーの貸し出しは行いません。荷物はご自身で管理をお願いします。 
   ③応援や声援および対面しての会話はご遠慮ください。 
   ④感染拡大防止のため、通行方向やゾーン、ウォーミングアップ時間・方法などの様々な規 

制がありますので、必ず主催者および競技役員の指示に従ってください。 

   ⑤絶えず人との距離を取るようにしてください。 

   ⑥受付時にマスクケースをお渡ししますので、名前を書いてマスクを自己管理してください。 

（３）大会の中止について 

 ①国・都道府県、習志野市において、相当規模のイベントの自粛要請が出た場合は中止いたします。 

 ②大会中に感染が認めれた場合には、その時点で大会を中止いたします。 

※  大会開催有無については、6 月２０日（月）習志野市スポーツ協会 HP で公表します。 



１. 競技方法 

・ 公益財団法人 日本水泳連盟競泳競技規則を原則とし、タイム決勝で行う。 

２. 種目制限: １人３種目まで（リレーを除く) （ ※ リ レ ー の み の 出 場 は で き ま せ ん ）  

３. 参加費用:  ※１種目５００円（個人種目出場の場合、リレーは無料、保険料含む) 

４. 表  彰:  上位３位まで（各区分）に、賞状・メダルを授与（競技の途中に表彰式） 

５. 申込方法:  Ｅメール（件名に、習志野市水泳大会参加と記入）、又は官製はがきに、住所・

氏名（ふりかな）・生年月日、年齢（学年）・性別・職業・電話番号・参加種目（エ

ントリータイム）、リレーは、チーム名、種目、エントリータイム、4 名の氏名、

合計年齢を記入してお申し込みください。 

 

申込み締切:令和４年６月１９日（日）必着 
 

６. 誓約事項:  お申込みをもって、下記誓約事項にご同意いただいたものとします。 
・私は、健康管理に十分配慮し良好な健康状態で本大会に出場することを誓約します。 
・私は、本大会出場にあたり、定期的に週一回以上の水泳練習を行っています。 
・私は、本大会中の事故においては自己責任において処理し、主催者側の責任を問いません。 
・私は、(財)日本水泳連盟競泳競技規則を順守します。 
・私は、定められた新型コロナウィルス感染症防止対策を順守し、健康チェック及び承諾書を 
    提出します。（１８歳未満の方は、保護者の同意を得てください） 
・本大会出場にあたり、上記事項について保護者の同意があったものとします。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点および参加条件は別途示します。 
 
７. 諸注意: 

・大学内のプールですので、係員の指示に従い案内のとおり競技場まで入場ください。 
・自転車をご利用の場合は、指定された駐輪場をご利用下さい。 
・車での入場はできません（駐車場はありません）。 
・会場、更衣室等の通路方向を決めますので、確認して守ってください。 
・更衣室での着替えはできますが、ロッカーの使用はできません。 
・会場内での休憩等は、指定された座席で行ってください。 
・荷物や貴重品は、各自の責任で管理してください。 
・ゴミは、各自の責任で持帰ってください。 
・飲み物以外の、食事は禁止します。 
 

８. お申込み先:   
Ｅメール:Narashino.swimmer.otsuka@gmai l . com  
郵 送 :〒275-0012 習志野市本大久保１－９－３  

大塚 昭博（水泳協会）宛 
９. お問合せ先:  

Ｅメール:Narashino.swimmer.otsuka@gmai l . com   
電 話 :０４７-４７７-８８３５ 又は 080-6690-9123  

習志野市水泳協会 会⾧ 大塚 昭博 
 
習志野市スポーツ協会ホームページの登録団体 

【水泳】:http://sposhin.org/association/ 【水泳をクリック】  



10．競技種目 

 

個人、リレー種目 
     種目 
部門 自由形 平泳ぎ バタフライ 背泳 個人メドレー フリーリレー 

中学生(男女) 50m 
  100m 

50m 
  100m 

50m 
  100m 

50m 
  100m 

100ｍ
200m 100m(4×25m) 

200m(4×50m) 
 

合計年齢 
119 歳以下 

高校生(男女) 50m  
100m 

50m  
100m 

50m  
100m 

50m  
100m 

100ｍ
200m 

一般(男女) 50m 
  100m 

50m 
  100m 

50m 
  100m 

50m 
  100m 

100ｍ
200m 

30 歳以上(男女) 
40 歳以上(男女) 
50 歳以上(男女) 
60 歳以上(男女) 
70 歳以上(男女) 

25m 
50m 

100ｍ 

25m 
50m 

100ｍ 

25m 
50m 

100ｍ 

25m 
50m 

100ｍ 

100ｍ 
200ｍ 

100m(4×25m) 
200m(4×50m) 

合計 年 齢 以上 区 分 とす る

120,160,200,240 
※年齢区分エントリーが少ない場合は、年齢区分に関係なく、種目に関係なく出場する場合があります。 
※千葉県民体育大会選手選考は、５０ｍ以上に出場したタイムを選考基準とします。 
 
 
 

11．プログラム（競技順序） 
 

競 技 順 序 

NO 区分・性別 距 離 種   目 NO 区分・性別 距 離 種   目 

1 各区分・女子 ２００ｍ 個人メドレー 17 各区分・女子 １００ｍ バタフライ 

2 各区分・男子 ２００ｍ 個人メドレー 18 各区分・男子 １００ｍ バタフライ 

3 各区分・女子 １００ｍ 個人メドレー 19 各区分・女子 １００ｍ 背泳ぎ 

4 各区分・男子 １００ｍ 個人メドレー 20 各区分・男子 １００ｍ 背泳ぎ 

5 各区分・女子   ５０ｍ 自由形  （休憩）  （13～20 表彰式）  

6 各区分・男子   ５０ｍ 自由形 21 各区分・女子    ２５ｍ  自由形  

7 各区分・女子   ５０ｍ 平泳ぎ 22 各区分・男子   ２５ｍ 自由形 

8 各区分・男子   ５０ｍ 平泳ぎ 23 各区分・女子   ２５ｍ 平泳ぎ 

9 各区分・女子   ５０ｍ バタフライ 24 各区分・男子   ２５ｍ 平泳ぎ 

10 各区分・男子   ５０ｍ バタフライ 25 各区分・女子   ２５ｍ バタフライ 

11 各区分・女子   ５０ｍ 背泳ぎ 26 各区分・男子   ２５ｍ バタフライ 

12 各区分・男子   ５０ｍ 背泳ぎ 27 各区分・女子   ２５ｍ 背泳ぎ 

 （休憩）  （1～12 表彰式） 28 各区分・男子   ２５ｍ 背泳ぎ 

13 各区分・女子 １００ｍ 自由形  （休憩）  （21～28 表彰式）  

14 各区分・男子 １００ｍ 自由形 29 アトラクション（混合） 種目は当日発表します  

15 各区分・女子 １００ｍ 平泳ぎ  （リレー準備） 

16 各区分・男子  １００ｍ  平泳ぎ  30 男女（合計年齢区分） １００ｍ フリーリレー 

２９～３１は、閉会式時に表彰式を行います。 31 男女（合計年齢区分） ２００ｍ フリーリレー 

 

参加申込みをされた方は、当日午前９時００分（時間厳守） 
までに、プール受付にて必ず出場を確認してください。  



12．健康管理条件 

 

（１）  自己の責任の下に健康管理を行い、競技会運営に支障をきたさないこと。 

（２）  申込み責任者は、参加について次のことを確かめてください。 

①  医師の診断または本人の自己申告に基づいて健康に異常がないこと。 

②  競技会当日より前 1 か月間、週１回以上の水泳練習を行っていること。 

③  会場における事故等については、すべて参加者側において対処すること。 

（３）  競技会当日、入場時に別紙の健康チェックシートを提出してください。 

  ※6 月 19 日（日）から検温し、健康チェクシートを記入する。 

  ※チーム責任者として来場される方、競技役員として協力いただく方も、健康チェックシート 

の提出が必要です。 

 

13．個人情報ならびに肖像の取扱いについて 

  本競技会にあたり取得した個人情報ならびに肖像の取扱いについては以下のとおりとする。 

（１）  個人情報 

・プログラム作成を含む競技会運営に使用する。 

・競技結果として、ホームページや地域新聞等に掲載する。 

    （掲載が不可の方は、大会当日主催者に申し出てください。） 

（２）  肖像 

・習志野市市民総合体育大会水泳競技会の普及活動のために、今後の各種媒体に使用する。 

・競技会主催者が定めた撮影者によって撮影されたすべての映像は本協会に帰属する。 

 

14．備考 

（１）会場内での撮影について 

   本競技会において、参加選手または関係者が私的に撮影した動画や画像を YouTube 等の 

  Web サイトやその他の公な場所に公開するためには、必ず各権利者の許諾を公開者が受けて

ください。 

 

《会場案内》 

日本大学生産工学部 津田沼校舎２５号館プール 

         習志野市泉町１－２－１(京成大久保駅下車 徒歩１０分) 

 

 



年 月 日

・日本大学生産工学部校門から入場する為、警備員室で体温を計測し、水泳大会と伝えてプール会場に向かってください。
・２５号館（水泳会場）で受付し、係員の指示を確認してから行動してください。
・更衣室は使用できますが、ロッカーは使用できませんので、貴重品はご自身で管理してください。

習志野市水泳協会 確認

同 意 書
令和４年  月  日

習志野市市民総合水泳競技大会参加事項に同意し、本チェックシートを提出します。

参加者氏名：                     

※ 参加者が１８歳未満の方は、保護者の署名をお願いします。 保護者氏名：                  

注意 ※ この用紙を７月３日（大会当日）に提出されない場合は、
競技に出場できませんので、お忘れのないようご注意ください。

水泳大会日 体温

6月２９日（水）
℃

6月３０日（木）
℃ ℃

７月２日（土） ７月３日（日）

４日前 体 温 ３日前 体 温 体 温 １日前２日前

体 温

6月２３日（木）
℃℃

体 温

℃

体 温

6月２８日（火）
℃

１４日前

6月１９日（日）

体 温

℃

１３日前

6月２０日（月）

体 温

℃

6月２４日（金）
℃

6月２５日（土）
℃ ℃

6月２７日（月）

【6月１９日から7月3日までにおける以下の事項について、該当するものに✓を入れてください。】

℃

【水泳競技大会開催日】

（日） 

緊急連絡先
電 話:          （続柄    ）

※ 本人以外のご家族などに日中連絡の取れる電話番号を記入

９日前 体 温 ８日前

氏 名:

１２日前

6月２１日（火）

５日前 体 温体 温 ６日前

１１日前

6月２２日（水）

１０日前

氏  名

７日前

6月２６日（日）

                    ※携帯電話 可

体 温

体 温

℃

℃

体 温

4 7 3令和

３． だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない。
４． 異臭や味覚の異常がない。

７月１日（金）

フリカナ

電話番号

 
【承諾確認欄】 ※ 確認し、✓を入れてください。

確 認 事 項

□  定められた新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を順守します。

第56回 習志野市市民総合水泳競技大会の健康チェック及び承諾書
習志野市水泳協会

チェック項目
１． 平熱を超える発熱がない。  ※ 37.5℃未満
２． 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がない。

【水泳大会の、14日前から大会当日までの体温を記入してください】

７． 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない。
８． 過去14日間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航、又は該当在住者との濃厚接触がない。

５． 身体が重く感じる、疲れやすさ等がない。
６． 新型コロナウィルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がない。

□  この大会後、14日以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、速やかに主催者に報告します。

□  開催要項「感染症拡大防止のための注意点、参加条件」を確認しました。

□  新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、この記載事項を大会後３０日間保持することを承諾します。

チェク欄

【注意事項】

※ 本チェックシートは、新型コロナウィルス感染症対策のみに使用し、大会終了30日経過後に廃棄処分します。

・発熱や体調不良等がある場合は、本大会会場に来場しないでください。

チェク欄


