
2022 年 8 月 31 日 

第 98 回日本学生選手権水泳競技大会アーティスティックスイミング競技 

マーメイドカップ 監督者会議資料 

（公財）日本水泳連盟 学生委員会マーメイドカップ実行委員会 

 

大会の参加に当たって 

 

(１) 各所在地の自治体や学校・職場から、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) 本連盟ホームページの 2022年 8月 15日付「新型コロナウイルス感染拡大時における水泳競技会出場 

について（再通知）」を確認した上で、参加すること。 

(３) 入館前７日間において、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 

し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） 

・ 嗅覚や味覚の異常 

・ 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 

(４) 入館前 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は、入館できない。 

(５) 「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。 

必ず責任者もしくは代表者が、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。 

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。 

(６) 厚生労働省から提供を受けている、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を活用できるよう 

準備する。 COCOAを入れている場合は、電源をＯＮにした上で Bluetoothを有効にすること。 

(７) マスクを着用していない者は入館を認めない。館内では、泳ぐとき以外はマスクを着用すること。 

招集所でもマスクを着用し、会話を控えること。招集所ではずしたマスクは、服のポケットか袋に入れ

ること。 

(８) 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ること。競技・練習後のマスク 

をしていない選手との会話では、マスクに加えフェイスシールド、またはアイガード・ゴーグルを 

着用し、眼からの飛沫感染も防ぐこと。 

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

(10) 演技終了後、必ずマスクを着用すること。すぐにマスクを着用できない場合は、呼吸を整えてから着用 

し移動すること。 

(11) 唾や痰をプールサイドに吐かないこと。 

(12) 食事は、観覧席のみで、人との距離を２ｍ以上保ち単独で黙食で取ること。 

(13) 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。 

(14) 以下のものについては、持ち込み禁止とする。 

・ チーム共有のガウン、ドリンクサーバー 

・ メガホンおよびエアホーン等の鳴り物 

・ チーム共有のストレッチマット、チューブ、バランスボール、トレーニングバイク等の運動用 

具（個人専用は持ち込み可） 



 

１ 新型コロナウイルス感染拡大防止について 

（１）（公財）日本水泳連盟作成の『水泳競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン』を必ず確認し、常

時、感染防止対策を意識した行動（ソーシャルディスタンス、マスクの着用、手指消毒、至近距離での対話

禁止、黙食など）を徹底してください。 

（２）（公財）日本水泳連盟 HP の大会ページに掲載されている「新型コロナウイルス感染拡大時における水泳

競技会出場について（再通知）」（8/15 更新）を遵守してください。 

（３）ウイルス検査の陰性確認 

原則来場 72 時間以内（正当な理由がある場合は最長 1 週間以内）のウイルス検査（PCR、TMA、 StAmp、

抗原定量、抗原定性など）を行い、陰性を確認してください。（陰性証明書は不要、後日陽性となった場合

に提示できるような記録は必要） 

（４）健康チェック表の提出 

大会参加者は、HP よりダウンロードした健康チェック表に必要事項を記入し持参してください。健康チ

ェック表は団体ごとにまとめ、責任者もしくは代表者が確認をし、受付時に提出してください。 

（５）受付時の検温 

   37.5 度以上の発熱が確認された場合は、大会には参加できません。 

（６）大会期間中の移動 

徹底的な感染防止対策に努め、自宅～会場～宿舎（宿泊を伴う場合）の移動のみとしてください。 

（７）マスク、フェイスシールドなどの着用の徹底 

選手は泳ぐとき以外は必ずマスクを着用してください。 

指導者はマスク着用のうえ、フェイスガード、フェイスシールド、ゴーグルなどを必ず着用してください。 

２ 監督者会議 

  この書面をもって監督者会議の替わりとします。 

内容について質問がある場合は、マーメイドカップ実行委員会アドレスまでご連絡ください。 

監督者会議資料への質問受付：マーメイドカップ実行委員会 as.mermaid.cup.2022@gmail.com 

質問受付締切       ：2022 年 9 月 2 日（金）23:59 

３ 出場順抽選 

  9 月３日（土）19:00 横浜国際プールにて実行委員により行います。 

４ 入館方法、場所 

  ＜参加選手＞ 

一般利用者の方との接触を避けるため、一般入場口からの入場を禁止します。 

  入館（受付）場所は、サブプール観客席入退場口（3 階）です。円形広場から外の階段を上り右手になり 

ます。 

＜関係者＞ 

オープンしている会場入場口のどちらからでも入場できます。ただし、早目の来場によるロビーなどでの 

長時間の滞留はご遠慮ください。 

５ 受付（入場） 

  ＜参加選手＞ 

  9:20～受付・入場 

団体ごとに受け付けます。更衣室の混雑を避けるため、受付（入場）時間および入場をコントロールする 

場合があります。時間がかかることが予想されますので、待機中はソーシャルディスタンスを保って、 

分散入場へのご協力をお願いします。 

mailto:as.mermaid.cup.2022@gmail.com


＜事前申請関係者＞ 

12:40～受付 

事前申請者のみ、観客席に入場いただけます。サブプール観客席受付にて AD カードを受け取り、入場 

してください。 

全席指定となります。 

６ 入場導線・選手導線 

  入場：サブプール観客席入退場口（3 階）→観客席→プールサイド→サブプール更衣室 

  退場：サブプール更衣室→プールサイド→観客席→サブプール観客席入退場口（3 階） 

  一般の利用者の方との接触を避けるため、ロビーの立ち入りを禁止します。 

７ AD カード 

  事前に申請をしていただいた方に AD カードをお渡しします。AD カードをお持ちでない方の入場はできま 

せん。 

８ 会場練習 

  ・競技エリア  10:00～12:40     

・アップエリア 10:00～17:00 フリー 

  ・曲かけ練習  10:30～ ソロ出場順に各曲 1 分間（プレスイマー含む） 

          11:00～ デュエット出場順に全曲（プレスイマー含む） 

          11:30～ チーム全曲 

９ 競技 

  ・ソロ 13:20～（24 名）  ・デュエット 15:30～（7 組）  ・チーム 16:30～（4 チーム） 

  ・プレスイマー ソロ 1 名 デュエット 1 組 

  ・各競技間にフリーパフォーマンス、全競技終了後にエキシビションを行います。学生実行委員の指示に従

ってください。 

10 エントリー申請・棄権申請 

  該当競技開始 2 時間前までに、文書にて運営本部まで提出してください。 

11 表彰式 

簡易バージョンで行いますが、状況によっては行わない場合もあります。 

12 開始式、閉会式 

開始式…13:00～、閉会式…表彰式終了後  

縮小して行います。当日の指示に従ってください。 

13 会場 

  ・更衣室は更衣のみの利用とします。荷物は練習エリアプールサイドに置いてください。 

  ・貴重品をロッカーに預ける場合は、ロッカーキーをお渡しします。 

  ・髪上げ、メイクを更衣室で行うことは禁止します。プールサイドにシートを敷き、その上で行ってくださ

い。 

  ・サブプール観客席の一部を開放します。休憩、食事、見学は観客席を利用してください。 

  ・ゼラチンは洗面台などに流さず、固めた状態でゴミとして処理してください。 

  ・原則としてゴミは各自で持ち帰ってください。 

  ・マスクなどの感染防止対策用の使用済み衛生用品などは必ず各自お持ち帰りください。 

14 AS 競技としての感染拡大防止対策 

  ・水中練習を除き、常時マスクを着用してください。髪上げ、更衣などもマスク着用とします。 

・髪上げ、メイクはなるべく各自で行い、やむを得ず選手同士で行う際は、対面を避け、会話を控え、マス



クの着用を徹底してください。 

  ・タオル、練習道具、メイク用品、髪上げ道具（ピン、ブラシなど）の共有は避けてください。 

  ・応援をする際は、他選手との間隔を開け、声を出さずに拍手のみで行ってください。 

  ・シャワーは、選手同士の接触を避けて、密にならないよう順番に使用してください。 

  ・ランドリルや陸上トレーニングは、マスクを着用し、発声せずに行ってください。 

  ・大声での指導や指示は控えてください。 

15 競技結果 

・速報として、プールサイドに 1 部貼り出します。 

・用紙での配布はしません。水泳連盟ホームページに掲載します。 

16 競技会場図（簡易） 

  ・招集① → 招集② → ｳｫｰｸｵﾝ → 演技開始・終了 → 得点発表待機場所（※１）→ 退場 
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                          演技終了後、※1 にて得点発表を聞いてから退場 

                   観客席 

 

17 緊急連絡先 

学生実行委員長：田中美羽     競技運営担当：田中洋子 

18 LIVE 配信 

  UNIVAS（一般社団法人大学スポーツ協会）による LIVE 配信があります。 

配信アドレスはホームページでご確認ください。 

19 その他 

  ・報道媒体からのインタビューの依頼がある場合はご協力をお願いします。 

  ・救護担当ドクター１名が待機しています。 

  ・『（公財）日本水泳連盟所属競技者＜TUE ガイド＞』を必ずお読みください。 

 

以上 
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