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二 次 要 項 

１．大会スケジュールについて 

公式練習日 １日目 ２日目 ３日目 

項  目 場  所 ９月４日(木) ９月５日(金) ９月６日(土) ９月７日(日) 

開  門 入  口 11:00 7:00～ 7:00～ 6:45～

ウォーミングアップ 
メインプール 11:00～18:00 7:00～ 8:45 7:00～ 8:45 6:45～ 8:45 

サブプール 11:00～18:00 7:00～18:00 7:00～18:00 6:45～18:00 

監督者会議 多目的ホール 15:00～    

マネージャーミーティング VIPラウンジ  8:00～ 8:00～ 7:45～

予選リレーオーダー締切 招 集 所  8:40 8:40 8:25

棄権締切 招 集 所  8:40 ※1 8:40 ※1 8:25 ※1 

開 会 式 プールサイド  9:00～   

招  集 招 集 所  8:55～ 8:40～ 8:25～ 

予選競技開始 メインプール  9:15 9:00 8:45

予選競技終了 メインプール  13:45 14:05 13:25

決勝リレーオーダー締切 招 集 所 15:15 16:00 14:15 

ウォーミングアップ メインプール 
予選終了～ 

競技開始15分前

予選終了～ 

競技開始15分前

予選終了～ 

競技開始15分前

開 始 式 プールサイド 15:00   

決勝競技開始 メインプール 15:15 16:00 14:15

決勝競技終了 メインプール 18:20 18:15 18:00 

閉 会 式 プールサイド    決勝競技終了後 

閉  門 入  口 ～18:30 競技終了30分 競技終了30分 競技終了30分 

●上記時刻は予定であり、変更される可能性があります。その場合は場内通告でお知らせいたします。 

●３日目の予選、決勝競技の開始時刻が、１５分早まっております。十分ご注意ください。 

※1 決勝の棄権申告は、各競技予選終了後 1時間以内に招集所で行ってください。 

１．入場について 

●シード校、団体出場校  ２階選手入口 

 ※チームバスで来場の学校は、駐車場よりダイビング脇通用口 

●個人出場校  レストラン入口 

２．監督者会議について 

●９月４日(木)・公式練習日 15:00 より、１階多目的ホールにおいて監督者会議を行います。 

各大学責任者１名は必ずご出席ください。 
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３．マネージャーミーティングについて 

●各校１名必ずご出席ください。 

４．棄権について 

●指定の棄権用紙（マネージャーミーティングで配布及び招集所備付）に、必要事項を記入の上、招集

所に提出してください。尚、指定時刻以降の棄権については棄権料（一律 3,000 円）、及び無断棄権

については更に罰金（一律 3,000 円）を徴収します。 

●各種目予選終了後１時間以内に招集所に申告してください。 

棄権申告後、上訴審判により棄権の受理および繰り上げ選手の決定を行ないます。 

５．リレーオーダー用紙の提出について 

●監督者会議およびマネージャーミーティングにて配布します。 

●個人番号を必ず記入してください。無記入・記入不備は無効とします。個人番号表はプログラムに掲

載しています。 

６．開会式・開始式について 

●開会式 ９月５日（金） ９:００～ 

開会式では選手宣誓を行います。 

選手宣誓： （男子）中京大学   主将 後藤 涼佑 

（女子）日本体育大学 主将 平井さやか 

●開始式 ９月６日（金） １５:００～ 

開始式では優勝杯返還を行います。 

優勝杯返還： 天皇杯 競泳男子 前年度選手権獲得校   中京大学 

       奥野杯 競泳女子 前年度選手権獲得校   日本体育大学 

       西本杯 800ｍリレー 前年度選手権獲得校 東洋大学 

※代表者の方は 14:45 までにチームユニフォームを着用し、本部席にご集合ください。 

７．レースコースについて 

●予選競技：10 レーン使用（表記：０－９レーン） 

●決勝競技：８レーン使用（表記：１－８レーン） 

※同タイムの場合は、スイムオフを行います。但し、自由形 800ｍ・1500ｍの場合は抽選とし、スイム

オフは行いません。 

８．通告・場内放送について 

●予選競技：組のみの紹介を行います 

●Ｂ決勝、決勝競技：選手紹介の場内通告を行います。 

９. 公式スタート練習について 

●９月４日（木）・公式練習日 16:00 より、公式スタート練習を行います。 
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10．ウォーミングアップについて 

●メインプールでの朝のウォーミングアップは、大会期間中 7:00～8:45（３日目は 8:30）までとしま

す。昼休みのメインプールの使用はＢ決勝、決勝進出者のみの利用とします。 

●０レーンをスタート側から、９レーンを折返し側からのダッシュレーンとします。また、８レーンは

ペースレーンとします。 

●ビート板・プルブイの使用はできますが、パドル・チューブの使用は事故防止の為、禁止します。 

※ウォーミングアップの際の注意点※ 

① 周回レーンでは途中で止まらず、タッチ板まで泳ぎきる。 

② レーンロープにはつかまらない。 

③ 入水の際はスタート台左側から入水する。 

④ ペースレーンはクロールのスイムのみ利用できる。キック練習・その他の泳法での利用は禁止と

する。 

11．招集・ＡＤカードの携帯について 

●招集は、予選競技・決勝競技ともに招集所で行います。競技開始 20 分前より行います。 

●ＡＤカードを必ず携帯してください。 

●招集所には出場選手以外は立ち入りできません。 

●ＡＤカードの紛失時は有料で再発行してください。ＡＤカードを持たない選手はレースに出場できま

せん。 

12．水着、ウエアについて 

●高校名・スイミング名等の入ったものは、一切使用できません。所属の大学のもののみとします。 

13．ドーピングコントロールについて 

●ドーピング検査対象競技会です。 

※ＡＤカードを常時携帯してください。 

14．チケットについて 

●全席指定￥2,000（税込） 

※１日通し券となります。（予選、Ｂ決勝・決勝ともに観戦できます） 

●チケット販売所 

全日とも 8:00 より売店にて販売。 

15．プログラム販売について 

●本大会では下記の場所にてプログラム販売を行います。（１部 2,000 円） 

公式練習日： ９月４日（木） １階受付 

大会期間中： ９月５日（金）～７日（日）３階入口プログラム販売所 

16．決勝スタートリスト販売について 

●予選競技終了後、１階受付と２階プログラム販売所にて決勝競技のスタートリストを１部 200 円で販

売します。 
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17.競技結果の配信について 

●ＳＥＩＫＯホームページ（http://swim.seiko.co.jp/）に配信されます。 

  ●スイムレコードどっとこむ（http://www.swim-record.com/）でも確認できます。 

18．記録証の無料発行について 

●１階エントランス選手受付にて無料発行します。 

発行時間：（予選競技）予選競技開始～予選終了後１時間 

（決勝競技）決勝競技開始～決勝終了後 30分 

19．表彰及び、賞状の受け渡しについて 

●表彰：各種目終了後、女子・男子ともに３位までに入賞した選手の表彰を行います。 

１位～３位に入賞した選手は、競技役員が誘導しますので指示に従ってください。 

●賞状：決勝競技開始より各競技終了後、１階エントランス選手受付にてお渡しします。 

１～８位まで（１～３位にメダルと賞状、４～８位に賞状） 

20．写真・ビデオの撮影について 

●本大会では写真・ビデオ撮影について特に規制を設けません。 

不審者を発見した場合は直ちに大会本部まで通報してください。 

21．ドリンクステーションについて 

●今大会は大会各所にウォーターサーバーを設置致します。 

●各自スクイズボトル等をご用意ください。 

  ●ヤクルトからドリンクの無料提供があります。 

22．選手控え場所について 

●プールサイド席、サブアリーナはシード校に割り当てます。 

その他控え場所については別紙資料を参照してください。 

通路及び非常扉前は、消防法上、場所取りを禁止します。 

23．更衣室の使用について 

●ロッカーの使用ができます。 

控え場所としての使用および飲食は禁止となります。 

ロッカーキーを紛失した場合は、5,000 円を徴収いたします。 

●競技終了後は荷物を持ち帰ってください。置き荷物は忘れ物として扱います。 

24．ゴミの処理について 

●「可燃物」「不燃物」「ペットボトル」「ビン」「カン」に分別の上、ゴミ箱に捨ててください。 

25．落し物・忘れ物について 

●大会期間中の落し物・忘れ物は、１階選手受付にて保管します。尚、大会終了後は処分します。 
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26．駐車場の利用について 

●会場へは公共交通機関でお越しください。 

●正面ロータリーへの車輌進入及び会場周辺での乗降は一切出来ません。 

●乗用車・ワゴン車は、有料ですので予め駐車券をお求めください。 

１日 2,000 円(入退場自由/留め置き不可) ※先着順で受付し満車になり次第締め切りします。 

【申込先】トップツアー(株)スポーツ事業部 村田 

TEL 03-5348-2730 FAX 03-5348-2731 E ﾒｰﾙ shinji_murata@toptour.co.jp 

●貸切バス・送迎バスは申請のあるバスのみ指定場所での乗降が可能です。 

予め申請の上、指定の時間に乗降してください。 

１日 3,000 円(留め置き不可) 

※指定場所以外の乗降は一切出来ません。 

【申込先】トップツアー(株)千葉支店 長谷川 

TEL 043-243-0109 FAX 043-243-1975 E ﾒｰﾙ asami_hasegawa@toptour.co.jp 

27．ホームページについて 

●公式ホームページ http://www.swim-g.net/intercollege/ 

●インカレ水泳ホームページ http://incolle-swim.jp/ 

●日本水泳連盟公式ホームページ http://www.swim.or.jp/ 

28．ＴＶ放送、映像配信について 

●予選は「ユーストリーム（ＵＳＴＲＥＡＭ）」でＬＩＶＥ配信を行います。 

 日水連チャンネルＵＲＬ（http://www.ustream.tv/channel/japanswim-tv/） 

●Ｂ決勝、決勝は、テレビ朝日 ＣＳテレ朝２チャンネルにて、決勝競技を放送します。 

 ９月５日（金） １５：００～１８：２０（生放送） 

 ９月６日（土） ２０：１５～２２：３０（録画） 

 ９月７日（日） １４：３０～１８：３０（生放送） 

 ９月 14日(日） テレビ朝日 GET SPORTS でダイジェスト版を放送します。 

以上 


