
1 競技について

（1） 本競技会は令和４(2022)年度（公財）日本水泳連盟競泳競技会規則に則り実施します。

（2） 競技は、予選・タイム決勝の種目においては10レーン、決勝は8レーンでタイムスケジュール通り行います。

（3） 各種目において予選と決勝を行います。各区分別で出場申込者が8名以下の場合でも、必ず予選・決勝を行います。

ただし、男女400ｍ・女子800ｍ・男子1500ｍ自由形、男女400ｍ個人メドレーはタイム決勝とします。

（4） 決勝は、予選の結果、各区分別の上位８名が出場できます。

（5） 決勝進出において、同記録が出た場合は抽選を行います。

（6） 決勝棄権者が出たときは、次点上位より順次出場権を与えます。補欠２名まで招集を受けてください。

（7） 招集は、50m種目は8～9組前、100m以上種目は3～5組前をモニター表示しております。受付の際に水着の確認を行います。

（8） 予選・タイム決勝を棄権する場合は、所定の用紙に記入し、当該競技開始1時間前までに招集所に用紙を提出してください。

（9） 決勝を棄権することはできません。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3,000円を添えて１階総合

受付に棄権用紙（決勝競技用）を提出してください。

（10） ５０ｍ種目はターンサイドから、その他の種目はスタートサイドから出発します。

（11） 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。

（12） 予選競技のスタートはオーバー・ザ・トップ方式で行います。50m種目、背泳ぎを除き、次組のスタート完了まで水中待機し、スタート

終了後、速やかにプールから退水してください。

自レーンから退水する場合はＳＥＩＫＯのマークがついている側からあがってください。

（13） レース終了選手は退路動線に従い速やかに退場してください。

（14） 800ｍ・1500ｍ自由形の周回通知は、水中ラップカウンターを使用しコールは行いません。

（15） 公式計時SEIKOによる計時バックアップは、グリップスイッチを使用します。

（16） 選手紹介は、予選は組のみの紹介、タイム決勝から入場ゲートで選手紹介を行います。

（17） 水着及び身体へのテーピングは禁止です。但し治療目的の場合は審判長の許可を得るようにしてください。

（18） 出場チーム以外のキャップ・水着・ウエアーを着用しないでください。(公財)日本水泳連盟の規程に適合するものを使用してください。

（19） 笛は電子ホイッスルを使用します。
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※監督者会議なし ※開始式なし

※総合表彰式　　１2日（日）17:30～予定 ※大会終了　　１２日（日）17:45予定

きららカップ２０２３ 監督者会議資料

日時 事項 開門時間 ウォーミングアップ
競技時間（予定）

２月１１日
(土)

１日目

第１グループ
招待・韓国ﾁｰﾑ
第２グループ

9:30 12:41 13:20
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(日)
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閉門
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(金)
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公式スタート①14:00～14:30
公式スタート②15:30～16:00 18:30

サブプール練習時間　12:30～18:00

18:45
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8:00 公式スタート
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公式スタート
9:00～9:20

18:11

17:09 18:15
7:15 8:00
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公式スタート
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第１グループ
招待・韓国ﾁｰﾑ
第２グループ
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7:45

監督者会議は行いません。事前に熟読し、選手への連絡をお願いします。当日の連絡事項は電

光掲示板と通告でお知らせします。



3 プールの使用について

（1） メインプールについて、水深は２．５m、水温は２８．０℃に設定します。

（2） ウォーミングアップについて

＊ 注意事項

　必ずシャワーにかかって入水すること。

　レーンロープにはつかまらないこと。

　入水の際は、スタート台左側から入水すること。

　道具は、プルブイ・ビート板・フィンの使用を許可します。

　スタート練習は次に泳いでくる選手との接触を防ぐため、２５ｍ以上は泳ぎ切ること。

＊ メインプールでの練習時間・公式スタート時間は「2 全体スケジュール」をご確認ください。

変更等ある場合放送及び電光掲示板で指示します。

＊ アップ練習の入水位置をチーム毎にスタート側から入水とターン側から入水に分けます。

別紙「チーム分け」をご確認ください。

＊ アップ時の使用レーンの区分け動線は別紙｢会場図動線・招集・アップスタート練習待機列｣を必ず確認してください。

＊ ０・９レーンをダッシュレーンとします。０レーンはスタート側から、９レーンはターン側からの一方通行とします。

＊ 公式スタート練習は、０～２レーンはスタート側から、７～９レーンはターン側からの一方通行とします。

＊ コーチは、練習時の大きな声での指示、ホイッスルの使用を控えてください。

（3） サブプールについて

＊ ウォームアップ用のサブプールは全レーン使用できます。（レーン制限はしません。）

スタート台は設置しません。

（飛び込み禁止。頭からの入水、または足からの駆け足入水は飛び込みと見なして禁止）

4 招集について

別紙「会場図動線・招集・アップスタート練習待機列」をご確認ください。

5 会場の使用について

（1） 大きな声での会話や声を出しての応援をしないでください。

（2） 本大会は無観客で実施します。会場に入場できるのは、選手及び決められた人数の引率者、競技役員を含めた大会運営関係者

のみになります。

呼び出しなどの対応はできませんので、事前にチーム内で連絡方法の確認をお願いします。

（3） 本大会は控え場所・スタンド席を指定しております。別紙「控所」「スタンド」をご確認ください。

控所は広くありません。主にストレッチスペース・荷物置きに利用してください。控所利用する場合、シート敷きはチームで共有する

シート・毛布の使用を禁止します。個人のストレッチマットのみ利用可能です。必ず距離を保ってください。

（4） 非常扉や消火栓の前の場所取りは禁止です。

（5） 置き荷物はできません。毎日お持ち帰りください。

（6） 食事は黙食をしてください。バスや車で食事をする際は、密にならないように換気をよくして、交代でとるようにしてください。

（7） トレーナー活動をする場合は、日本水泳連盟水泳トレーナー活動ガイドラインに準じて行ってください。

ベットを置く場所は各チームの控所を利用してください。

（8） 持ち物・貴重品は、各自で管理し盗難には十分注意してください。

万一、盗難が発生した場合、主催者及び施設はその責任を負いません。

6 更衣室の使用について

（1） 必ずマスクを着用してください。入室の際は事故防止のため体の水気を良く取ってください。

濡れたまま更衣室に入ると転倒の恐れがあります。

（2） 盗撮防止の為にも更衣室でのスマートフォンやカメラ等の使用を禁止します。

臨時更衣室に指定している場所も同様です。



（3） 更衣室を控え場所として利用したり、飲食をしたりすることは禁止します。

（4） 更衣室のロッカー・ドライヤーは利用できません。

（5） 状況によっては利用人数を制限させていただくこともあります。

（6） 控所・スタンドから更衣室へ移動するときは、履物を履いてください。（裸足で歩かないでください）

（7） 更衣室の密状態を避けるために、以下の場所を臨時更衣室として利用してください。必ずマスクを着用してください。

男子…プールサイドターン側幕裏（朝のアップ時のみの使用とします。朝のアップ以降は通常の更衣室を使用してください）

山口県・岡山県・広島県のチーム

女子…トレーニングルーム（終日使用してください）

山口県・広島県のチーム

※トレーニングルームを濡らさないよう、しっかり体を拭いてください。濡れた場合は、各自ふき取りをお願いします。

7 開門・チーム受付の流れ

※時間差開門・時間差アップを行います。別紙「大会スケジュールについて」をご確認ください。

（1） チーム引率は指定の場所にチームを整列させてください（当日コーンに入場順掲示）

（2） 健康チェック表は各自お持ちの上、入場列に並んでください。

内容確認は並んでいるときに１名ずつ行います。詳しく内容を確認しなければいけない場合は列から離れていただきます。

健康チェック表がない方は入館できません。

（3） 外でチーム毎に開門待機を行いますので、密集を避けるように引率コーチは選手に必ず声掛けを行ってください。

待機は、開門開始時間１５分前からにしてください。

早く来場した場合は、車・バスの中で待機をしてください。また、きららプールに入館する選手・引率者以外の方は、車から降りないで

ください。

（4） 待機場所は屋根がありません。天候に合わせて各自対策を行ってください。

（5） 開門は全て１階正面玄関より入館します。入館時にサーモカメラで体温の確認・アルコールで手指消毒を行います。37.5℃以上の場合

別の場所で再度検温します。それでも37.5℃以上ある場合は、入館できませんので予めご承知おきください。１週間前からの体調で

悪かった時がある、37.5℃以上の日がある（ワクチン接種後の発熱は除く）、あるいは当日の体調が悪い場合は、プールには来場し

ないでください。

8 大会受付について

（1） ２月１０日（金）前日練習日のチーム受付は１階総合受付となります。

大会当日の開門時チーム受付は場外で行いますので、チーム受付を行ってから館内に入場してください。

それ以降の時間は１階総合受付となります。

（2） エントリー時に申請した選手・引率者のＡＤカードを、受付時にまとめてお渡しします。

大会終了後、お帰りの際はＡＤカードのケースのみご返却ください。

（3） ＡＤカードはプール施設入退場と招集受付の際に必要です。１階入口はＡＤカードがなければ入れません。かばん等につけず、必ず首

からかけて見えるようにしてください。

（4） 弁当を注文されたチームはチーム配布資料に引換券を同封いたしますのでご確認ください。弁当は当日１階ロビー引換所でお渡しし

ます。

弁当がらは指定した時間に持ってきてください。時間を過ぎた場合は各自でお持ち帰りください。

（5） プログラムは、１階総合受付にて販売します。（１冊1,200円）

（6） 決勝スタートリストを注文されたチームは、チーム配布資料に引換券を同封いたしますのでご確認ください。当日１階総合受付で引き

換えてください。当日分は、１階総合受付にて販売します。（1部100円）

（7） 本大会撮影許可証申請はありません。選手・コーチの撮影は許可しますが、スタート時のフラッシュ撮影は禁止します。

撮影はスタンドからのみ、プールサイドでは行わないでください。

（8） チーム旗などの掲示を希望するチームは、１階総合受付に旗をお持ちください。掲示場所は主催者で割り振ります。

お帰りの際は、各チームの責任で外してお持ち帰りください。



9 チャレンジレースについて

最終種目終了後、本大会のエントリー種目に限り２００ｍまでの日本記録チャレンジレースを実施します。

出場を希望する者はチャレンジレース申込書と参加料（１種目1,500円）を１階総合受付に提出してください。

提出締切時間：１２日（日）１６時３０分（１６時３０分以降に実施の種目については、終了後直ちに申込してください）

日本記録までの記録が５０ｍ種目０．４９秒　１００ｍ・２００ｍ種目０．９９秒以内とします。

競技順は、１００ｍ種目・５０ｍ種目・２００ｍ種目の順とします。

10 競技結果の公開・ライブ配信について

（1） 各種目終了後、Results of Japan Swimmingに結果をアップロードします。結果がResults of Japan Swimmingサイトに反映される

まで時間がかかることがあります。

（2） 「超速」を使った結果公開を行う予定です。

（3） 会場２階に、決勝のスタートリスト（補欠入り）を掲示します。

予選・決勝の結果については、密になることを防ぐため、会場内には掲示しません。

（4） 山口県水泳連盟ＨＰに、その日の競技結果を掲載します。 http://yamaguchi.swim.or.jp/

掲載する情報は、①大会８位表、②全記入プログラム、③樹立大会新記録一覧、④優秀選手一覧です。

両日ともに１９時００分頃を予定しています。

（5） 大会期間中、YouTube配信を行います。

YAMAGUCHI SWIM  検索 

11 表彰について

（1） １～３位にメダルを授与します。

（2） 表彰は行いません。３位までに入賞した者は、競技終了後１階総合受付にてメダルを受け取りにきてください。

（3） 優勝者の中から優秀選手賞として、各年齢区分男女１名を表彰します。

　　 ※日本水泳連盟泳力資格級（各年齢区分）の最上級の選手より選考します。

最優秀選手賞１名は選考委員会にて決定します。

優秀選手賞、最優秀選手賞の表彰は、全競技終了後の総合表彰式において行います。

（4） 山口県内チームの選手の中からきららベストスイマー賞として、男女４名ずつを表彰します。

山口県内チームの選手の中からきらら未来創発パートナーズ賞として、男女２名ずつを表彰します。

12 競技終了後について

（1） チームの終礼等を館内では行わないでください。

（2） チーム全体で退館するのではなく、各自競技終了後個々に退館するようにしてください。

13 注意事項、その他

（1） 日本代表選手など参加選手への話しかけ、サイン、撮影は絶対にやめてください。引率者は選手に必ず周知してください。

（2） はプールサイドにコーチエリアは設けません。

（3） 車は全て北駐車場に駐車してください。駐車場についての詳細は、別紙「会場図」ををご確認ください。

（4） 大会期間中は報道関係者による取材があります。大会の様子に関して、各報道及び山口県水泳連盟での公開がございますので

予めご承知おきください。

（5） 水中カメラの撮影が入る予定です。

（6） 大会での忘れ物等の問い合わせは、きらら博記念公園水泳プールには絶対にしないでください。（県水連で忘れ物等は１か月預か

ります。忘れ物は所属チームに着払いで送ります。）

（7） 各チームから出るゴミは全てお持ち帰りください。

（8） 屋外にて出店（飲食２店・物販１店）予定です。ミズノブースは館内２階踊り場にて出店予定です。

（9） プール敷地内（建物内）は全て禁煙となっていますので、敷地外の指定の場所でお願いします。

https://result.swim.or.jp/
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