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（公財）⽇本⽔泳連盟 
⽇本泳法委員会 

第６７回⽇本泳法⼤会 
三次要項の発⾏について・伝達事項 

 
【三次要項の発⾏について】 
 新型コロナウイルス感染拡⼤に起因する社会状況を考慮し、三次要項を発⾏します。すべての来場者
（出場者・役員等・観覧者等）に適⽤するものですので、熟読の上、⼿続きに間違いの無いようにご準備
ください。⼆次要項から変更された提出書式があります。 

変更書式 別紙４ ⼊場管理総括票 三次要項対応版（資格審査委員・競技役員、係員は不要） 

     感染防⽌対策チェックリスト（該当者のみ） 
 
【伝達事項１】 
 １９⽇（⾦）にホテルパールシティ神⼾にて⾏う予定の各種会合は次のとおり変更いたします。 
 ① 監督者会議   ８⽉１４⽇にオンライン開催 午前９時〜９時３０分 ※ 
 ② 審判研修打合せ ８⽉１４⽇にオンライン開催 午前９時３０分〜１０時※ 
 ③ 流派連絡会議及び資格審査専⾨委員会 

  ８⽉１９⽇にホテルパールシティ神⼾ ２Ｆパールルームで開催（場所の変更） 
    流派連絡会議    午後２時１５分〜３時１５分（変更無し） 
    資格審査専⾨委員会 午後３時３０分〜４時３０分（変更無し）  
 ※監督者会議・審判研修打合せにつきましては、急な変更ですので参加できない場合は、別途フォロー

いたします。 

  オンライン開催への参加・不参加回答方法につきましては別紙に案内いたします。 

 
【伝達事項２】 
 ・団体泳法競技、団体泳法競技シニアクラスに出場予定のチームで、急病や不慮のケガ等により出場予

定者が参加不可能となり、その結果出場者が５名未満となってしまうチームで、⽋員補充を希望する
チームは事前にご相談ください。ただし、この対応は本年に限ります。なお、補充候補選⼿も原則通
り選⼿登録、健康観察と健康ﾁｪｯｸ表の記⼊が必要になりますので、８⽉１２⽇起床時の検温と記⼊
が未実施だった場合は、補充選⼿となりえません。 

 
【伝達事項３】 
 ・今後も連絡⽂書はできる限りメールで送ることとしたいので、nihoneihou+Competition@gmail.com 
  のドメインと添付ファイルを受け取ることができるようにセキュリティ設定をしてください。 
 ・メール未着、郵送遅配等の可能性がありますので、次の箇所に連絡⽂書を掲出します。各⾃で意識し

三次要項



て確認をしてください。 
  ①⽇本⽔泳連盟ホームページ「お知らせ（委員会）」カテゴリー：⽇本泳法委員会 

  ② https://nihoneihou-comp67kobe.blogspot.com/ 

 第６７回⽇本泳法⼤会周知⽤ページ 

 
連絡・問い合わせ先 
  総務担当 ⼟屋守史 
  ０９０−４０２４−８９８０ 

  nihoneihou+Competition@gmail.com 
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第 67 回⽇本泳法⼤会三次要項 

令和 4 年 8 ⽉２⽇ 
（公財）⽇本⽔泳連盟 

⽇本泳法委員会 
 

  三次要項は、⼤会に来場する全ての⽅々（出場者・指導者等・役員等・付添観覧者等）
に遵守していただく事項を記載していますので、熟読してください。 

 
 新型コロナウイルス感染者数の増加状況と検査体制の実態から⼤会参加に関する諸条件
を次のとおりといたします。 
 ただし、出来うる限り⼆次要項に記載した内容にて陰性証明等を揃えるようにしてくだ
さい。 

※⾃分にも、他⼈にも安全な⼤会となるように、できうる限りの感染防⽌⾏動をお願いい
たします。 

 
１ 大会参加にあたって 

少なからず感染のリスクがあることをご理解いただいたうえでのご参加をお願いいたし
ます。健康チェック表の提出により、ご理解いただいたものとさせていただきます。 
 
２ 基本事項の徹底 

 ①⼆次要項の記載に従い、参加前の検温、健康観察、「健康チェック表」への正確な記録
をお願いします。 

 ②来場当⽇の健康状態の確認 
  前⽇までの健康観察が良好であっても、来場当⽇に発熱等の体調変化があった場合に

は、来場を取りやめてください。 
 ③来場前の陰性証明を得る⾒込みがない場合 
  必ず⼤会総務（感染防⽌対策責任者：⼟屋）まで来場前に連絡をください。 
  「資格審査委員・競技役員・係員の⽅々」については編成の再考を、「出場者（競技・ 

資格審査等）の⽅々」については棄権情報を事前に把握しデータの修正をするのでご協 
⼒をお願いします。 

 
３ 陰性証明の方法 

①原則は、⼆次要項に記載された⽅法でご⾃⾝の陰性を証明してください。（末尾図Ａ） 
 ・抗原検査キット（医療⽤）を購⼊できない場合等は、各⾃治体が⾏っている無料検査事

業の活⽤を推奨します。ＰＣＲ検査の検査結果は数⽇かかる場合もあるとの情報があ
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りますが、「抗原検査」は即⽇結果がでることとなっています。 
各都道府県の無料検査事業サイト｜内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 
(corona.go.jp) 

 
 
②⼆次要項に指定した陰性証明を揃えられない場合（末尾図Ｂ） 

下記 a.b.を⾏い、感染防⽌対策チェックリスト記載事項の遵守、記⼊が必要です（該当者
個々⼈で記⼊）。記⼊内容を確認し、⼊場許可を検討します。 
 

 a. 薬事承認された検査キットを⼊⼿できなかった場合もしくは検査場での検査を受け
られなかった場合など、指定した陰性証明を揃えられない⾒込みの時は、研究⽤抗原
検査キットを使⽤して陽性反応のないことを証明（証明⽅法は⼆次要項の⽅法に準
じる）できるものを準備してください。 

   ※研究⽤抗原検査キットによる証明の提⽰がない場合、⼤会に参加（⼊場）できませ
ん。→提⽰が困難な⽅＝２③のとおり⼤会総務に事前連絡をください。（末尾図Ｃ） 

 b. ａに加えて、⾏動制限等による、⼤会来場前のご⾃⾝の感染リスクを減らす努⼒を最
⼤限してください。 

    ⾏動制限例です。これらはできれば今から、最低でも 8 ⽉ 12 ⽇以降は⾏動を意識
して実⾏してください。 

   ・外⾷等を控える 
   ・⼈込み（⼈が多数集まっているところ）への外出等を控える 
   ・職場等で許される範囲でのリモートワークを積極的に⾏う 
   ・必要な練習以外、複数⼈で集まること等を控える 
   ・その他感染リスクが⾼いと思う⾏動を⾃主制限する 
   
４ 来場前に濃厚接触者となった場合 

（濃厚接触者の定義は、国もしくは地⽅⾃治体の⽅針に従う） 
 ・８⽉１２⽇以降に濃厚接触者となった場合は、感染者と最終接触した⽇から２⽇⽬及び

3 ⽇⽬に薬事承認された抗原定性検査キットを⽤いた検査で、陰性を確認した場合は、 
  ⼆次要項３（１）①に規定した濃厚接触を解除する。 
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５ 19 日及び大会当日の陰性確認 

 ①陰性確認ブースは「⼆次要項要件を満たした⽅（３の①）」「満たしていない⽅（３の②）」
でレーンを分けて確認します。当⽇の指⽰に従ってください。 

 ②研究⽤検査キットを利⽤した⽅も、証明の作り⽅（写真に撮る）は⼆次要項記載の要領
で⾏ってください。 

 ③陰性証明確認時に、証明の⽇時がわからない、画像や印刷が不鮮明な場合など、陰性の
判断に時間がかかると係員が判断したときは、列の最後尾に並び直していただく指⽰
をすることがあります。 

 ④⼆次要項別紙２の２及び３で⽰した状況に該当し、⼤会当⽇に陰性を証明したい場合
に⽤いる検査キットは「医療⽤・体外診断⽤医薬品（薬事承認あり）」のものに限りま
す。 

 
６ 大会当日に体調不良等を感じた場合の対処 

 ①すぐに、他⼈から遠ざかり、近くの競技役員（役員シャツ着⽤者）に体調が悪いことを
告げ、その場に留まってください。 

 ②⼤会総務および covid19-オフィサーと協議のうえ、原則として直ちに退場していただ
きますが、独断では退場しないでください。 

 ③⼤会会場付近の医療機関、いわゆる発熱外来と診療等の連携はしておりません。医療機
関の紹介等はできかねますので、ご⾃⾝（⾃チーム）でご対応ください。 

 
７ 大会当日に行動を共にするグループから陽性者が判明した場合の対処 

 ①陽性者が 1 名でも判明したら、必ず、⼤会総務に申し出てください。 
 ②グループから 3 名以上の陽性者が確認された場合は、そのグループに関係する出場者

全員の出場を禁⽌する⽅針ですが、その決定については⼤会総務および covid-19 オフ
ィサーとの合議によって決定します。 

 ③上記に該当する場合を想定して、原則として出場者⾃⾝が検査キットを⽤意しておく
ことを推奨します。 

 
８ 会場までの移動等の注意事項 

 あらためて下記事項に注意してください 
 ・移動中や⼈と対⾯しているときのマスク着⽤ 
 ・⾷事の際の黙⾷等 
 ・宿泊の部屋はできるだけシングルを利⽤、同室の場合はマスクの着⽤ 
 ・交通機関内では最低限の会話 
 ・消毒⽤品を持ち歩く など 
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９ 提出が必要な新書式 

a.全ての⼊場者に該当する書式 
「別紙４」を三次要項に対応する書式に訂正しましたので、必ず「⼊場管理総括票 三
次要項対応版」を⽤いて⼊場してください。⼆次要項書式を⽤いた場合、⼊場受付時に
最後尾に並び直しとなります。 
 
ｂ．３の②に該当する（研究⽤検査キットで証明する）場合または 8 ⽉ 12 ⽇時点で陰
性証明を得る⾒込みが⽴たない場合に該当する⽅の書式 
今回配布した「感染防⽌対策チェックリスト」の記載事項の遵守と結果の記⼊。受付で
提出。 
 
連絡先 ⼤会総務・感染拡⼤防⽌責任者：⼟屋 守史 

    ０９０−４０２４−８９８０ nihoneihou+Competition@gmail.com 

 

 

 

Ａ．⼆次要項記載の陰性証明 
と必要書類があり、健康観察 
をしている 当⽇の体調良好 

発熱なし 

⼊場可 

Ｂ．研究⽤検査キットの 
陽性反応なし 
健康観察と⾏動⾃粛を⾏い 
必要書類がある 

⼊場を検討 

Ｃ．健康観察と⾏動⾃粛 
を⾏ったが検査ができない 

⼤会総務 
（感染拡⼤防⽌責任者）に 
事前に連絡 

⼆次要項別紙３Ⅱ①に⽰した 19 ⽇の「前⽇練習」「⼤会出場者の事前確認」の陰性確
認は、上記Ｂに該当する場合は実施しません。20 ⽇の⼤会会場来場前までにＡ要件を
満たすか、Ｂにより⼊場検討を受けてください。（Ｂだと前⽇練習はできない） 

⽇本⽔泳連盟ホームページに「2022 年 7 ⽉ 25 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）」が掲載されておりますが、本⼤会で採
⽤する感染防⽌策は⼆次要項及び三次要項に記載されたものとなりますので、⼗分に
注意してください。 



二次要項で指定した陰性証明が揃えられない場合に提出必須 

 

 

 

第６７回日本泳法大会 

感染防止対策チェックリスト 

(公財)日本水泳連盟日本泳法委員会 

◆体調面のチェックリスト 

８月１２日以降、以下の事項に該当しない場合、右の□に「レ点」をご記入ください。 

① 平熱を超える発熱がある。(ワクチン接種に伴う副反応による発熱を含む) 

② 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある。 

③ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）がある。 

④ 嗅覚や味覚の異常がある。 

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等がある。 

⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある。 

⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 

⑧ 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。 

◆来場前における感染防止行動のチェックリスト 

８月１２日以降、下記の遵守事項について全て確認し、右の□に「レ点」をご記入ください。 

① 自分にも、他人にも安全な大会となるように、できうる限りの感染防止行動をとった。 

② 同居家族以外との外食を控えた。やむを得ず外食する場合、できる限り単独で行い黙食した。 

或いは、やむを得ず同居家族以外と外食する場合、マスク会食を行った。 

③ 多数の人が集まる場所（イベント、スポーツ観戦等）への外出を控えた。 

④ 職場等においては、許される範囲でリモートワークを積極的に行った。 

⑤ 大会出場に必要な練習以外、自チーム内で複数の人数で集まることを控えた。 

⑥ 感染が拡大している地域へ出かけることを控えた。 

⑦ 地元の自治体が定める感染防止対策を遵守した。 

⑧ 三次要項に記載された会場までの移動時等の注意事項を遵守した。 

⑨ 感染リスクが高いと思われる行動を自主的に制限した。 

⑩ 不安を感じた場合、日本水泳連盟日本泳法委員会感染防止対策責任者に速やかに相談した。 

 

2022 年  月  日 

                     所属団体名                

 

本人署名                 

(保護者帯同乳幼児の場合は、保護者が本人名で署名) 



別紙４

【注意事項】
１．各グループできるだけ⼀まとめにして⼊場してください
２．出場時刻差があったり、選⼿と観覧者などで分かれて⼊場する場合も、できるだけ

個々⼈で来場せずに数⼈でもまとまって⼊場してください。
３．観覧者のみで⼊場する場合でも、関係する団体名を記⼊し本票の責任者を定めて

「別紙３Ⅲ−１ ⼊場管理者の役割」を負っていただきます。
また、出場者が１名ゆえ１名だけで⼊場する場合でも、その⽅が責任者となり本票と
「健康ﾁｪｯｸ表」を提出してください。

【同時に⼊場する⼈数】

私（⼊場管理責任者）は、下記の内容を全て確認し、第６７回⽇本泳法⼤会について
⽇本泳法委員会が定める⼊場基準に全て適合していることを誓約します。
同時に⼊場する者全員について 該当すれば☑

同数である必要があります

 ⼆次要項３の（５）の事例に該当する者はいません

 やむを得ず研究⽤検査キットを使⽤した者がいますが、
 陽性反応はありません。また、三次要項の⾏動制限を促し、

感染防⽌対策ﾁｪｯｸﾘｽﾄが漏れなく記載されていることを確認しました

入場管理総括票　　三次要項対応版

⼊場管理責任者⽒名（⾃署）

常時つながる携帯電話等

団体名

出場者

監督・指導者・観覧者等

合計

 「健康ﾁｪｯｸ表」が正しく漏れなく記載されています

=ＡＤ数【           】

＝ＡＤ数【       】

＝ﾁｪｯｸ表提出数【     】

内訳

研究⽤検査キット実施⼈数
感染防⽌対策チェックリスト提出枚数

医療検査（薬事承認あり）実施⼈数



第６７回日本泳法大会 

監督者会議 オンライン開催のご案内 

 
 急な変更となりますが、予定を変更し、オンラインにより開催いたします。 

参加できない団体（グループ）についてはご相談のうえ、別途対応をいたします。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

開催日時：８月１４日（日）午前９時～９時３０分 

開催方法：ＺＯＯＭを用いたオンライン開催（参加ＵＲＬは別途送付いたします） 

 

【参加できる・できない、の回答方法】 

・下記のｗｅｂ回答フォームにてご回答をお願いします。 

 

・ｗｅｂによる回答ができない場合、総務担当に電話にてご連絡ください。 

総務担当：土屋守史 

０９０－４０２４－８９８０ 

 

※いずれの回答もないチームは、大会参加ができませんのでご注意ください。 

 参加者がお一人でもその方が監督者会議に出席するようにしてください。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO8aXMgurIodIatLDrh72XFXz8xDS-
Dizy84cxS9esZTBRqw/viewform?usp=sf_link 

 
 



第６７回日本泳法大会 

審判研修・打合せ オンライン開催のご案内 

 
 急な変更となりますが、予定を変更し、オンラインにより開催いたします。 

参加できない方についてはご相談のうえ、別途対応をいたします。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

開催日時：８月１４日（日）午前９時３０分～１０時 

開催方法：ＺＯＯＭを用いたオンライン開催（参加ＵＲＬは別途送付いたします） 

 

【参加できる・できない、の回答方法】 

・下記のｗｅｂ回答フォームにてご回答をお願いします。 

 

・ｗｅｂによる回答ができない場合、総務担当に電話にてご連絡ください。 

総務担当：土屋守史 

０９０－４０２４－８９８０ 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegAO1hRs9UM7viS1IVyXyNuV2Hbk_TUa
-a-XA8vXTjfiSrEA/viewform?usp=sf_link 
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