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2020年 10月 26日 

 

第 96回日本選手権水泳競技大会<水球競技>監督者会議資料 

 

大会の参加にあたって 

(１) 各所在地の自治体や職場・学校から、移動制限等の要請が出ていないか、最終確認を行うこと。 

(２) 入館前２週間において、以下の事項に該当する場合は、入館できない。出発前に入館者全員に該当がない

か確認しておくこと。 

・ 平熱を超える発熱 

・ 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状 

・ だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難） 

・ 臭覚や味覚の異常 

・ 体が重たく感じる、疲れやすい等の症状 

・ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

・ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・ 過去 14日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場合 

(３) 健康チェック表を入館者全員が持参しているか確認すること。提出できない場合は入館できない。 

必ず責任者が選手ならびに来場者の健康状態を確認し、確認欄に押印またはサインをすること。未記入の

場合、入場を断る場合がある。宿泊を伴う場合は、当日の検温ができるように各自の体温計を持参してお

くこと。 

(４) マスクを着用していない者は入館を認めないので、出発前に確認すること。 

(５) 会場までの交通機関内で、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、会話などに留意すること。 

(６) 以下のものについては、持ち込み禁止とする。 

・ チーム共有のドリンクサーバー 

・ マッサージベッド、アイシングバス、トレーニングバイク等 

・ メガホン、横断幕、のぼり 

・ 共有で使用するストレッチマット（個人専用は持ち込み可） 

・ チーム共有のチューブ、バランスボール等の運動用具（個人専用は持ち込み可） 

 

１ 競技について 

（１） 本競技会は、2020年度(公財)日本水泳連盟水球競技規則および一般規則により行う。 

（２） 参加８チームによるトーナメント戦、および３・４位決定戦を行う。 

（３） 帽子および統一した水着を着用する。また、監督・コーチ等、ベンチスタッフの服装も統一する

こと。 

（４） 13名のメンバー表は、試合の 2時間前までに Excelファイルに必要事項を入力し、メールにて提

出を行うこと。また、14、15 番との交替以外、エントリー時の帽子番号は変更不可とする。入館

時に提出が確認できない場合は、提出が完了するまで入館できないものとする。 

メンバー表提出先：  2020japanwp-entry@googlegroups.com （男女共通） 

（５） 招集は試合開始予定時刻の 20 分前とし、メンバー表通りの番号の帽子とＡＤカードを着用の上

集合すること（25分前に合図をします）。 

（６） メディカルスタッフはベンチ外の指定された席に入ること。インターバル中を含めて、手当が必

要な場合は選手が、ベンチを離れてメディカルスタッフ席で、手当を受けられるようにする。 

 

２ 表彰について 

（１） 表彰式は行わない。ただし、メダル獲得チームにおいては試合終了後にメインプールとダイビン

グプールの間にて、記念撮影を行う。記念撮影の際は、マスクを着用したまま行うものとする。 

（２） １位から３位のチームにはメダルならびに賞状を授与する。 

  



第 96回日本選手権水泳競技大会水球競技監督者会議資料 

2 

３ 施設への入館・退館について 

（１） 本大会は無観客とする。ＡＤカードを持っている選手・監督・スタッフ以外は入館できない。 

（２） 選手・監督・スタッフは、動線を守ること。 

（３） 入退場は、すべてレストラン入口とする。 

（４） チームの入場は自チームの試合開始２時間前から入場可能とし、1 時間半前までに、スタッフ含

むチーム全員の入場が完了するようにすること。 

（５） 入館前に手指の消毒、検温を受け、発熱がないことが確認できたら入館する。入館時の検温で 37.5

以上あった場合は、別の場所で再度検温を行い 37.5 度以上であった場合は入館できない。入館

後の退館は認めるが、その後、再入館する際は、再度手指の消毒、サーモグラフィーでの検温を

受けること。その際発熱等あった場合は入館できないことがある。 

（６） 健康チェック表は、次のとおり提出・返却・回収を行う。試合開始までに、提出の確認がとれな

かった場合、失格となる場合がある。 

① 健康チェック表をチームごとにまとめて提出し、提出書類と同じ順番（１番～15番）に並ん

で待機しておくこと。 

② 一人ずつ、点呼を受けたら、ＡＤカード（※初日のみ）および荷物用袋（※各試合ごとに配

布）、参加賞（※初日のみ）を受け取り、サーモグラフィーで検温後入場し、直接更衣室へ向

かう。 

③ 健康チェック表は、退館時にチームの代表者が受け取りにくること。なお、大会最終日（初

戦敗退のチームは初日）に回収する。 

（７） 各チームの入館から退館までは、「招集・誘導・入退館」係 1名が、アテンドをするので適宜指示

に従うこと。 

（８） チームは試合終了後１時間半以内に退館すること。なお、各試合時間を 1時間と想定し、自試合

開始の２時間半後を退館目安とすること。ただし、３位決定戦出場チームに関しては、その直後

の決勝戦をスタンドにて全て観戦できるものとし、観戦後速やかに退館すること（女子の３位決

定戦出場チームが、そのあとの男子の試合を観戦することは不可）。 

（９） 退館時に、入館時に配布した荷物用ビニール袋は回収するので、更衣室や観客席、プールサイド

などに放置することのないように注意する。 

 

４ 施設の利用について 

（１） 館内にいるときは、ＡＤカードを常時首から下げて着用すること。また入退場に際しては、ＡＤ

カードを提示し、係員の指示に従うこと。紛失した場合は、有償（3,000 円）にて再発行を受け

ること。ただしスタッフのＡＤカードは再発行しない。 

（２） 「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。 

（３） 入館から退館時までの全ての場面で、人との距離（できるだけ２ｍ以上）をとって行動すること。

選手控え場所・観覧席で、人との距離・座席間の距離を保つこと。 

（４） 水泳用具・飲食物・ストレッチマット等は、自分専用の物を用意し共用しないこと。したがって、

室内履き、マイタオル・ハンカチ、脱いだ服をなどは入館時に受け取る袋に入れるなどし、必要

であれば自分専用のストレッチマット等を持参すること。 

（５） 会場内におけるチーム付トレーナーの活動に関して、用手接触を伴うマッサージやパートナース

トレッチなどは禁止とする。運動指導や救急対応（トレーナーの行うテーピング等）は、密集・

密接を回避した状態で、感染対策を十分に行ったうえで対応可能とする。 

（６） 泳ぐとき以外は、原則として常にマスクを着用すること。（更衣室・招集所・ベンチ・観覧席・プ

ールサイド・トイレなど）。試合前（入水前）にはずしたマスクは、服のポケットや、配布した荷

物袋に入れること（マスクは、選手イス・脱衣ボックスに直接置かない）。試合後、ドーピングコ

ントロールデスクで自身のＡＤカードを受け取るまでに、マスクを着用するよう努めること。 

（７） 招集所には、招集を受ける選手以外は立ち入ることは出来ない。選手は、招集所での選手間の会

話を控えること。 

（８） 更衣室は更衣のみの使用とし、ロッカーは使用できない。更衣室内を控え場所としたり、飲食を

したりすることはできない。置き荷物は、忘れ物として扱う。また競技会終了後、残った忘れ物

は処分する。 

（９） 試合後は速やかに更衣をすまし、自身の荷物をもって速やかに更衣室を出ること。 

（10） こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

（11） 大きな声での会話や声を出しての応援をしないこと。拍手・手拍子は認める。 
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（12） 飲食については、指定場所以外で行わないこと。食事を摂取する際には個別に摂取すること。や

むを得ない場合には十分な距離をとり、対面しないようにすること。また食事中の会話は控える

こと。ドリンクの回し飲みはしないこと。飲みきれなかったドリンクを、指定場所以外に捨てな

いこと。 

（13） 選手は、自チームの試合終了後、なるべく速やかに退館すること。ミーティング等は控えること。

退館時間については３（７）に記した通りとする。 

（14） 試合後、スタンドへ移動する場合には更衣室を通りプールサイドへ行き、高飛び込み台の裏の階

段使ってスタンドへあがるものとする。プールサイド、更衣室を通る際は、ウォーミングアップ

中のチームなど、他チームの選手と接触しないように注意し、速やかに移動すること。 

（15） なおスタンドでは、白チーム、青チームともに指定されたエリア(図１）のみ着席可能とする。 

 
図 1 観客席におけるチーム関係者使用可能場所 

 

５ ウォーミングアップについて 

（１） ウォーミングアップに関しては、前試合のチームがウォーミングアップを終え，荷物を全て招集

所またはベンチへ移動させたのを確認してからプールサイドへ出ること。 

（２） ウォーミングアップは、ウッドデッキ側半面が白チーム、スタンド側半面を青チームが使用する

ものとする。 

（３） 選手は各自の荷物やウェアを直接プールサイドなどに置かず、入館時に配布したビニール袋に選

手ごとに入れ、それをプールサイドに設置した脱衣かごに入れる。なお、脱衣かごは白チーム用

と青チーム用に各 7個ずつ設置してあるので、1つのかごを２人の選手で使用すること。 

（4） プールサイドでのストレッチや、準備体操などのウォーミングアップを行う際も、心拍数が上が

らない範囲であれば、可能な限りマスクを着用したまま行い、外すときは他選手との距離を可能

な限りとること。 

 
図 2 ウォーミングアッププール配置図 
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６ 試合開始前から試合終了までについて 

（１） 招集時は各選手で自身の荷物を全て持ち、招集所へ向かう。移動の際はマスクを着用する。 

（２） 招集所では各選手定められた位置へ立ち、他の選手との会話は控える。 

（３） 白チームのプラカードを先頭に 13 番、12 番と番号順に並び最後が主将になるように入場し、白

チームは自ベンチ側（プールに向かって右側）の審判台へ整列する。白チーム入場後、同様に青

チームも入場し、自チーム側の審判台へ整列する。 

（５） 選手および監督を 1名ずつ紹介し、審判およびデレゲートを紹介する。 

（６） 紹介終了後、白チームと青チームは交差することなくそのまま自ベンチへ移動し、試合の準備を

する。 

（７） ベンチにいる間の選手のマスク着用に関しては、選手およびチームに委ねる。試合中、ベンチに

いる選手がマスク着用のために、キャップのひもを結んでいなくても良いものとする。スタッフ

については、常にマスクの着用を義務とする。 

（８） ベンチ交換時は、ベンチ脇に準備したバケツにて選手が使用した椅子を、プールの水を使用して

消毒する。スタッフおよびメディカルスタッフが使用した椅子はそのまま持ってベンチ移動する。 

（９） 試合終了後、各チーム自ベンチ側のウッドデッキ側審判台に整列をする。挨拶後、相手チームと

は交錯しないようにし、相手チームの監督、スタッフへの挨拶も行わず、速やかに荷物を持って

退場する。 

（10） 整列終了後、ドーピングコントロールデスクにて、必ず選手自身が自分のＡＤカードを受け取る

こと。その際、ドーピング検査の対象者に選ばれたものは、シャペロンおよび検査員の指示に従

って行動すること。また、ドーピングコントロールデスクを通過するまでに、マスクを着用する

よう努めること（試合直後で呼吸が乱れている場合は無理にマスクはせず、他の選手と距離をと

って呼吸を整えたのち、マスクをしてドーピングコントロールデスクを通過する）。 

（11） メディアからの取材、およびインタビュー該当者には試合後に競技役員から声をかけるので、該

当選手は誘導に従ってインタビュールームに入室すること。 

（12） ドーピング検査およびインタビューのない選手は、更衣室へ行き、速やかに更衣を済ませ更衣室 

を出ること。更衣室を出たあとは時間があるようであれば、スタンド席に行くこともできる 

（４（13）～（15）参照）。 

 
図 3 入退場動線とインタビュールームへの動線 
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７ 注意事項、その他 

（１） 全ての競技者は、立ち入り制限区域を遵守すること。 

（２） 注文されたお弁当は選手入り口の京王観光カウンターにて受け取り、食べ終わった弁当箱は 15時

までにカウンターへ戻すこと。 

（３） 盗難防止のための貴重品の保管については、各自の責任において管理すること。 

（４） プログラムは各チーム２部を無償提供とし、それ以外は１部 2,000 円で選手入口にて販売する。 

（５） 11 月 14日（土）の 12時～14時にＣＳテレビ朝日にて最終日の模様を録画放送予定。 

（６） YouTube にて、３日間の全試合を LIVE 配信する（日本水泳連盟ホームページの大会情報ページ

からダイレクトに接続することができる）。なお，最終日に関しては LIVE配信は実施するが，11

月のＣＳ放送終了までアーカイブ視聴はできない。 

（７） 競技結果は各日ごとに日本水泳連盟ホームページの大会情報ページに掲載するものとする。 

URL） http://www.swim.or.jp/tournament/721.html  
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8 資料 

男子 
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女子 
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	（８） チームは試合終了後１時間半以内に退館すること。なお、各試合時間を1時間と想定し、自試合開始の２時間半後を退館目安とすること。ただし、３位決定戦出場チームに関しては、その直後の決勝戦をスタンドにて全て観戦できるものとし、観戦後速やかに退館すること（女子の３位決定戦出場チームが、そのあとの男子の試合を観戦することは不可）。
	（９） 退館時に、入館時に配布した荷物用ビニール袋は回収するので、更衣室や観客席、プールサイドなどに放置することのないように注意する。

	４ 施設の利用について
	（１） 館内にいるときは、ＡＤカードを常時首から下げて着用すること。また入退場に際しては、ＡＤカードを提示し、係員の指示に従うこと。紛失した場合は、有償（3,000円）にて再発行を受けること。ただしスタッフのＡＤカードは再発行しない。
	（２） 「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。
	（３） 入館から退館時までの全ての場面で、人との距離（できるだけ２ｍ以上）をとって行動すること。選手控え場所・観覧席で、人との距離・座席間の距離を保つこと。
	（４） 水泳用具・飲食物・ストレッチマット等は、自分専用の物を用意し共用しないこと。したがって、室内履き、マイタオル・ハンカチ、脱いだ服をなどは入館時に受け取る袋に入れるなどし、必要であれば自分専用のストレッチマット等を持参すること。
	（５） 会場内におけるチーム付トレーナーの活動に関して、用手接触を伴うマッサージやパートナーストレッチなどは禁止とする。運動指導や救急対応（トレーナーの行うテーピング等）は、密集・密接を回避した状態で、感染対策を十分に行ったうえで対応可能とする。
	（６） 泳ぐとき以外は、原則として常にマスクを着用すること。（更衣室・招集所・ベンチ・観覧席・プールサイド・トイレなど）。試合前（入水前）にはずしたマスクは、服のポケットや、配布した荷物袋に入れること（マスクは、選手イス・脱衣ボックスに直接置かない）。試合後、ドーピングコントロールデスクで自身のＡＤカードを受け取るまでに、マスクを着用するよう努めること。
	（７） 招集所には、招集を受ける選手以外は立ち入ることは出来ない。選手は、招集所での選手間の会話を控えること。
	（８） 更衣室は更衣のみの使用とし、ロッカーは使用できない。更衣室内を控え場所としたり、飲食をしたりすることはできない。置き荷物は、忘れ物として扱う。また競技会終了後、残った忘れ物は処分する。
	（９） 試合後は速やかに更衣をすまし、自身の荷物をもって速やかに更衣室を出ること。
	（10） こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
	（11） 大きな声での会話や声を出しての応援をしないこと。拍手・手拍子は認める。
	（12） 飲食については、指定場所以外で行わないこと。食事を摂取する際には個別に摂取すること。やむを得ない場合には十分な距離をとり、対面しないようにすること。また食事中の会話は控えること。ドリンクの回し飲みはしないこと。飲みきれなかったドリンクを、指定場所以外に捨てないこと。
	（13） 選手は、自チームの試合終了後、なるべく速やかに退館すること。ミーティング等は控えること。退館時間については３（７）に記した通りとする。
	（14） 試合後、スタンドへ移動する場合には更衣室を通りプールサイドへ行き、高飛び込み台の裏の階段使ってスタンドへあがるものとする。プールサイド、更衣室を通る際は、ウォーミングアップ中のチームなど、他チームの選手と接触しないように注意し、速やかに移動すること。
	（15） なおスタンドでは、白チーム、青チームともに指定されたエリア(図１）のみ着席可能とする。

	５ ウォーミングアップについて
	（１） ウォーミングアップに関しては、前試合のチームがウォーミングアップを終え，荷物を全て招集所またはベンチへ移動させたのを確認してからプールサイドへ出ること。
	（２） ウォーミングアップは、ウッドデッキ側半面が白チーム、スタンド側半面を青チームが使用するものとする。
	（３） 選手は各自の荷物やウェアを直接プールサイドなどに置かず、入館時に配布したビニール袋に選手ごとに入れ、それをプールサイドに設置した脱衣かごに入れる。なお、脱衣かごは白チーム用と青チーム用に各7個ずつ設置してあるので、1つのかごを２人の選手で使用すること。
	（4） プールサイドでのストレッチや、準備体操などのウォーミングアップを行う際も、心拍数が上がらない範囲であれば、可能な限りマスクを着用したまま行い、外すときは他選手との距離を可能な限りとること。

	６ 試合開始前から試合終了までについて
	（１） 招集時は各選手で自身の荷物を全て持ち、招集所へ向かう。移動の際はマスクを着用する。
	（２） 招集所では各選手定められた位置へ立ち、他の選手との会話は控える。
	（３） 白チームのプラカードを先頭に13番、12番と番号順に並び最後が主将になるように入場し、白チームは自ベンチ側（プールに向かって右側）の審判台へ整列する。白チーム入場後、同様に青チームも入場し、自チーム側の審判台へ整列する。
	（５） 選手および監督を1名ずつ紹介し、審判およびデレゲートを紹介する。
	（６） 紹介終了後、白チームと青チームは交差することなくそのまま自ベンチへ移動し、試合の準備をする。
	（７） ベンチにいる間の選手のマスク着用に関しては、選手およびチームに委ねる。試合中、ベンチにいる選手がマスク着用のために、キャップのひもを結んでいなくても良いものとする。スタッフについては、常にマスクの着用を義務とする。
	（８） ベンチ交換時は、ベンチ脇に準備したバケツにて選手が使用した椅子を、プールの水を使用して消毒する。スタッフおよびメディカルスタッフが使用した椅子はそのまま持ってベンチ移動する。
	（９） 試合終了後、各チーム自ベンチ側のウッドデッキ側審判台に整列をする。挨拶後、相手チームとは交錯しないようにし、相手チームの監督、スタッフへの挨拶も行わず、速やかに荷物を持って退場する。
	（10） 整列終了後、ドーピングコントロールデスクにて、必ず選手自身が自分のＡＤカードを受け取ること。その際、ドーピング検査の対象者に選ばれたものは、シャペロンおよび検査員の指示に従って行動すること。また、ドーピングコントロールデスクを通過するまでに、マスクを着用するよう努めること（試合直後で呼吸が乱れている場合は無理にマスクはせず、他の選手と距離をとって呼吸を整えたのち、マスクをしてドーピングコントロールデスクを通過する）。
	（11） メディアからの取材、およびインタビュー該当者には試合後に競技役員から声をかけるので、該当選手は誘導に従ってインタビュールームに入室すること。
	（12） ドーピング検査およびインタビューのない選手は、更衣室へ行き、速やかに更衣を済ませ更衣室
	を出ること。更衣室を出たあとは時間があるようであれば、スタンド席に行くこともできる
	（４（13）～（15）参照）。

	７ 注意事項、その他
	（１） 全ての競技者は、立ち入り制限区域を遵守すること。
	（２） 注文されたお弁当は選手入り口の京王観光カウンターにて受け取り、食べ終わった弁当箱は15時までにカウンターへ戻すこと。
	（３） 盗難防止のための貴重品の保管については、各自の責任において管理すること。
	（４） プログラムは各チーム２部を無償提供とし、それ以外は１部2,000円で選手入口にて販売する。
	（５） 11月14日（土）の12時～14時にＣＳテレビ朝日にて最終日の模様を録画放送予定。
	（６） YouTube にて、３日間の全試合をLIVE配信する（日本水泳連盟ホームページの大会情報ページからダイレクトに接続することができる）。なお，最終日に関してはLIVE配信は実施するが，11月のＣＳ放送終了までアーカイブ視聴はできない。
	（７） 競技結果は各日ごとに日本水泳連盟ホームページの大会情報ページに掲載するものとする。 URL）　http://www.swim.or.jp/tournament/721.html
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