
一般社団法人埼玉県水泳連盟

新型コロナウイルスが再び感染拡大をしている中での競技会開催となります。「競技会における遵守事項と感染防止対策

のご協力のお願い」に沿って、参加の選手及び引率コーチ・競技役員一人ひとりが、新型コロナウイルス感染予防の意識を

持ち、二次要項や遵守事項の内容・意味をよく理解した上で参加をしてください。

競技会において、二次要項記載内容や遵守事項に反する行動が確認された場合、該当選手や該当クラブはその時点で

出場を取り消す事とします。

たった一人の行動により、影響範囲によっては今後の競技会が開催できなくなる可能性もあるという事を常に思い浮かべて

行動をしてください。

１．競技会参加にあたっての遵守事項　

競技会参加にあたっては、「競技会における遵守事項と感染防止対策のご協力のお願い」を順守のこと。

特に下記については、各ご家庭で把握の上で競技会へ参加をしてください。

① 大会前7 日間において以下のいずれかの事項に該当する場合は出場・来場を見合わせること。

・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方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10 日以内（大会出場日の10 日前）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、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

② 来場初日から遡って、7日以内に来場予定の者が陽性者または濃厚接触となった場合は、該当者の出場を

禁止する。なお、濃厚接触者の定義については国もしくは地方自治体の方針に従う。

③ 来場初日から遡って、7日以内に所属チーム内で感染者が出た際に、練習を同じくする来場者が感染者もしくは

濃厚接触者に該当しない場合は、来場72時間以内に検査結果通知書等が発行されるウイルス検査で陰性を

確認し、チーム毎に誓約書及び検査結果通知書を提出することで来場を可能とする。

④ 感染拡大によりスクールが休館日や、引率者が帯同できない場合はチーム全員出場できません。また、通学する

小・中・高等学校で感染者が発生し、休校や外出自粛の指示が出た場合は、その指示に従い競技会への参加

を見合わせること。

⑤ 不明な点、判断に迷った場合は、所属単位で事務局へお問い合わせください。

⑥ 虚偽の申告などが判明した場合、チーム全体の出場禁止など厳重に処分する。

２．競技会当日

① 指定の「健康チェック表および同意書」を大会当日に提出すること。

提出されたものは、新型コロナウイルス感染拡大防止と参加者の健康状態の把握、緊急時の連絡用に使用

します。記載に不備がある場合は、大会の出場または会場への入場を許可しない場合があります。

② 当日、各チームで検温も実施していただき少しでも不安がある場合は参加を見合わせて下さい。

会場に着いた時も体調の確認をしてから移動をお願いいたします。

③ 会場へ到着しましたら車両内を換気し、密にならないように選手を待機させて下さい。

競技会に参加の全ての方は
新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください



④ 体調が思わしくない場合は送迎車もしくは会場から離れたところで一時待機させて本部にご連絡下さい。

同じチームの選手も一時待機し本部の指示をお待ちください。

⑤ 健康チェック表及び同意書を持参し代表者が玄関前でチーム受付をして下さい。

※チームで当日朝集めた健康チェック表の先頭ページの右上に大きく集めた枚数を記載して下さい。

※途中来場の場合は来場時に引率が付き添いのもと、健康チェック表を提出して入場となります。

⑥ 入場待ちの際は、会話を控え、密な状態にならないように、十分に間隔を空けて下さい。

⑦ 各チームで会場利用者のアルコール消毒作業も随時できるよう消毒液の携帯をお願いいたします。

※控え場所で使用する消毒液及びマスクの予備等はチームで必ず準備をして下さい。

⑧ 大会中に、体調不良になった場合は、すぐに引率コーチは大会本部に連絡して下さい。

引率コーチは、大会本部から指示を受けて救護員の指示にしたがって下さい。

⑨ 大会期間中に陽性者が判明した時点から、所属チームすべての出場を禁止する。

３．レース前後について

① 招集所でもマスクを着用し私語を慎み、対人距離を保つようにしてください。

② 自分の荷物は、袋やバックに入れて一つにまとめる事。

③ 椅子や床等に水泳用具等を直接置かないようにしてください。

④ レース直前までマスクを着用し、必ず各自で用意した袋などにしまうこと。

⑤ 大会会場内ではマスク着用が厳守事項です。コーチや他の選手などとレース直後に話す際も呼吸が整い

落ち着き、マスクをしてから会話をすることを厳守して下さい。

４．競技会後

競技会後、５日以内に新型コロナウイルス感染症「陽性」となった場合は、各クラブを通じて遅滞なく事務局へ

報告の事。ブロック大会については、ブロック⾧へも報告のこと。

2022/12/01改訂



競技会の参加にあたっては下の事項をご理解のうえ、ご参加ください。

１．競技会参加にあたって

競技会参加にあたっては、ジュニア委員会「競技会における遵守事項と感染防止対策のご協力のお願い」

および「競技会に参加の全ての方は新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください」を、参加の選手と

ともに内容を把握・理解の上で参加をしてください。

大会当日は、必ず健康チェック表を提出してください。 

未記入、未提出、または体調不良の場合は競技会に参加できません。

２．保護者の観覧および送迎について

（１）本競技会は無観客で行います。保護者の観覧はできません。館内への入場も出来ません。

（２）保護者の車両は、花咲徳栄高校には駐車できません。選手送迎の際は、必ず加須はなさき公園の駐車場を

ご利用ください。（下記参照のこと）近隣の路上では絶対に待機および駐車をしないでください。

路上駐車など、苦情があった場合は競技を中断いたします。

電車を利用される方は、東武伊勢崎線・花崎駅より徒歩１５分です。

３．会場での注意事項

（１）速報の掲示は行いません。競技結果はジュニア委員会WEB速報で確認可能です。

（２）大会についてや忘れ物についての問合せを会場にしないでください。必ず各クラブを通してください。

（３）ゴミは、各自で持ち帰るようにお願いします。使用した場所の清掃もお願いします。

（４）選手のケガ防止のため、カン・ビン類の館内持ち込みを禁止します。

（５）プールサイドは土足禁止です。　※厳守すること　（上履きを持参してください）

（６）プールサイド入場者は、靴を袋に入れて待機場所へ持って行ってください。（下駄箱は使用禁止）

（７）プール、第２体育館、食堂以外への立ち入りを禁止します。　

（８）学校の施設をお借りしておりますので、破損等のないように利用してください。

（９）学校内に喫煙所はありません。学校内は全面禁煙です。

※今大会は、保護者の車両については学校内に駐車ができません。花咲徳栄高校から徒歩１０分の

　加須はなさき公園の駐車場をお借りしていますので、選手送迎の際は必ずそちらでお願いいたします。

　なお、当日はフリーマーケットを開催しており、混雑も予想されます。水泳関係の車両は道路側に

　駐車をするよう指示を受けておりますので厳守でお願い致します。また、送迎目的でお借りしていますので

　なるべく短時間で移動をお願いいたします。

　送り迎えでプール入口まで来ることは可能ですが、その際はご家族１名のみとし、マスクの着用を必須と

　いたします。また、保護者同士で密にならないようご配慮いただき、学校内での滞在時間短縮、会話の

　自粛をお願いいたします。

４．個人情報保護・肖像権の取り扱いについて

競技会参加にあたっては、毎年度の日本水泳連盟選手登録時に「競技会における個人情報及び肖像権

に関わる取扱いについて」の通り、ご承諾頂いたものとします。

５．競泳水着の取り扱い及びロゴマークの制限等について

（１）公認競技会については、公益財団法人日本水泳連盟の定めにより、FINA承認マークのついた

水着を着用のこと。

（２）ウェア・水着・キャップやバッグ等のロゴ・マークの大きさについては大きさの制限があります。

詳しくは、ジュニア委員会ホームページ内「競技会日程」ページ内に記載の「大切なことですから、

本欄を読んで必ず守ってください」を確認してください。

競技会参加の選手・保護者の皆様へ
（一社）埼玉県水泳連盟ジュニア委員会
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《小学生》

区分

50m 自　由　形 江森　大将 イトマン上尾 33.79 柴田　菜摘 コナミ北浦和 33.61
小 100m 自　由　形 秋山　翔吾 イトマン深谷 1:15.25 奥隅 栄里子 大井S S 1:15.77
２ 50m 背　泳　ぎ 山田　裕陽 スウィン埼玉 37.88 曳地　夏芽 コナミ所沢 37.81
以 50m 平　泳　ぎ 小川　翔真 コナミ北浦和 41.74 柴田　結衣 コナミ北浦和 44.17
下 50m バタフライ 内田 竜太郎 川口インター 35.13 冨澤　香珠 愛徳SS 35.23

200m 個人メドレー 小川　翔慎 コナミ北浦和 2.46.98 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:50.20

50m 自　由　形 小川　翔真 コナミ北浦和 29.97 内田　茉那 ｽｳｨﾝ大宮西 30.52
小 100m 自　由　形 秋山　翔吾 イトマン深谷 1:09.80 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 1:06.35

50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 34.50 酒井  夏海 アテナＡＭＣ 35.49

50m 平　泳　ぎ 小宮　希仁 東川口ＳＣ 37.85 宮坂  倖乃 コナミ北浦和 38.88
３ 50m バタフライ 石橋  怜悟 コナミ北浦和 32.89 小牧　彩音 ユアー蕨 33.04

200m 個人メドレー 小川　翔慎 コナミ北浦和 2.35.34 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:39.74

50m 自　由　形 奥山　丈太郎 コナミ北浦和 29.34 柴田　結衣 コナミ北浦和 29.78

100m 自　由　形 奥山　丈太郎 コナミ北浦和 1：03.23 青木 香寿子 イトマン埼玉 1:05.23

200m 自　由　形 佐藤　脩斗 東川口ＳＣ 2:19.02 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:13.64
小 50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 32.43 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 31.84

100m 背　泳　ぎ 関矢　雄太 ベストＳＳ 1:10.50 笹川 菜々美 ユアー蕨 1:12.42

50m 平　泳　ぎ 小川　翔真 コナミ北浦和 35.64 董  　安琪 ユアー蕨 36.30

100m 平　泳　ぎ 林　　太陽 スウィン東光 1:19.30 高瀬  綾香 後楽園ひばり 1:23.75

50m バタフライ 小川  　翼 ベストＳＳ 31.94 大森  愛子 ユアー蕨 31.45
４ 100m バタフライ 小川　翔真 コナミ北浦和 1:05.91 大森  愛子 ユアー蕨 1:09.61

200m 個人メドレー 竹内　太洋 プレオン北越谷 2:32.52 緑川  瑠流 東川口ＳＣ 2:31.67

200m M・リレー 2:15.67 2:17.90

200m F・リレー 2:04.89 1:59.65

50m 自　由　形 神場　一樹 おざわSS 28.18 小牧　彩音 ユアー蕨 27.99

100m 自　由　形 小川　翔慎 コナミ北浦和 59.43 油井　美波 スウィン大教 1:01.14
小 200m 自　由　形 萩原  康平 ＰＩＸＹSC 2:11.00 大久保 侑央 スウィン東光 2:10.68

50m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 30.01 富井  千陽 サンライン 32.12

100m 背　泳　ぎ 鎌田　純吾 コナミ北浦和 1:05.67 井上　結葉 ﾋｭｰﾏﾝみさと 1:08.24

50m 平　泳　ぎ 小川　翔慎 コナミ北浦和 33.69 宮坂  倖乃 コナミ北浦和 34.11

100m 平　泳　ぎ 大木  涼平 イトマン埼玉 1:15.14 董  　安琪 ユアー蕨 1:12.12
５ 50m バタフライ 石橋  怜悟 コナミ北浦和 29.39 小牧　彩音 ユアー蕨 28.28

100m バタフライ 石橋  怜悟 コナミ北浦和 1:03.49 大森  愛子 ユアー蕨 1:06.13

200m 個人メドレー 石井　健聖 スウィン坂戸 2:27.39 酒井 夏海 アテナＡＭＣ 2:25.01

50m 自　由　形 神場　一樹 おざわSS 26.31 板谷　久瑠実 スウィン越谷 27.69

100m 自　由　形 熊澤　将大 スウィン東松山 56.13 大久保 侑央 スウィン東光 58.85

200m 自　由　形 小川　翔慎 コナミ北浦和 1:59.41 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 2:05.57
小 50m 背　泳　ぎ 小川　翔慎 コナミ北浦和 28.84 時田　恵多 スウィン春日部 28.82

100m 背　泳　ぎ 関矢　雄太 ベストＳＳ 1:02.01 長島　光花 アテナAMC 1:06.02

50m 平　泳　ぎ 矢野　拓都 ユアー蕨 32.21 関口  美咲 ベストS S 33.90

100m 平　泳　ぎ 矢野　拓都 ユアー蕨 1:09.93 関口  美咲 ベストS S 1:11.65

50m バタフライ 菊池　勢太 トコーＳＣ 27.51 柴田　結衣 コナミ北浦和 29.21
６ 100m バタフライ 杉村　朔 スウィン鷲宮 1:02.27 金井  　遥 狭山ヶ丘学園 1:05.24

200m 個人メドレー 石橋　怜悟 コナミ北浦和 2:17.24 酒井　夏海 アテナＡＭＣ 2:19.17

200m M・リレー 2:04.58 2:08.00

200m F・リレー 1:52.12 1:55.56

東川口SC イトマン大教

埼玉県ＳＣ室内ＡＧ水泳競技大会　大会記録
2021/12/12 現在

種　　目 男　　　　子 女　　　　子

イトマン埼玉 スウィン大宮西

KONAMI北浦和 イトマン大教

スウィン越谷 SW大教大宮東



《中高生》
区分

50m 自　由　形 岩見　俊祐 スウィン鷲宮 24.65 山口　侑希 うらわSC 27.28
100m 自　由　形 長岡　　豪 栄東 54.31 篠塚　聖妃 セ・桶川北本 57.17
200m 自　由　形 田中　将也 ﾋｭｰﾏﾝみさと 1.56.41 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:02.63
400m 自　由　形 石橋  怜悟 コナミ北浦和 4:02.87 大久保 侑央 スウィン東光 4:19.35
*50ｍ 背　泳　ぎ 滝沢　　健 春日部中央 28.48 長谷川 実香 JSS所沢 31.63

中 100m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 58.41 堀江  優希 ユアー蕨 1:04.16
１ 200m 背　泳　ぎ 内藤　良太 所沢YMCA 2:06.45 田中  紗織 ＪＳＳ所沢 2:18.02

*50ｍ 平　泳　ぎ 武井　　陸 早稲田SS 32.54 守 　萌々子 野間AC 34.61
・ 100m 平　泳　ぎ 長岡　　豪 栄東 1:03.31 関口  美咲 ベスト上尾 1:10.00

200m 平　泳　ぎ 林　　太陽 スウィン東光 2:16.46 関口  美咲 ベスト上尾 2:30.44
中 *50ｍ バタフライ 黒田　武蔵 プレオン北越谷 28.31 千葉 美捺穂 東松山SS 29.42
２ 100m バタフライ 岩見　俊祐 スウィン鷲宮 57.12 小牧　彩音 コナミ北浦和 1:01.85

200m バタフライ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 2:04.38 日下部　麗奈 スウィン埼玉 2:13.36
200m 個人メドレー 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 2:05.24 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:21.08
400m 個人メドレー 関矢　雄太 ベスト上尾 4:34.82 志賀　美月 コナミ北浦和 4:52.95
400m M・リレー 4:06.32 4:21.22
400m F・リレー 3:44.61 3:58.29
50m 自　由　形 飯田　陽成 コナミ入間 23.65 篠塚　聖妃 ｾ・桶川北本 26.62
100m 自　由　形 石橋　怜悟 コナミ北浦和 52.33 柴田　菜摘 コナミ北浦和 57.10
200m 自　由　形 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 1:51.44 橋本　沙希 ユアー蕨 2:02.12
400m 自　由　形 宮木　宏悦 スウィン春日部 3.53.53 小川　真侑 コナミ北浦和 4:18.68
*50ｍ 背　泳　ぎ 内藤　良太 所沢YMCA 27.18 関根　美結 ひらはらSC 30.77

中 100m 背　泳　ぎ 井ノ上　樹 花咲徳栄 56.96 水野　柚希 スウィン大教 1:01.89
３ 200m 背　泳　ぎ 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 2:00.03 武上　紗也奈 花咲徳栄 2:14.26

*50ｍ 平　泳　ぎ 松村　優樹 ユアー蕨 28.71 関口  美咲 ベスト上尾 32.43
・ 100m 平　泳　ぎ 小澤　幹 スウィン大宮 1:00.97 関口  美咲 ベスト上尾 1:09.74

200m 平　泳　ぎ 長岡　　豪 栄東中学校 2:14.33 宮坂　倖乃 コナミ北浦和 2.23.81
高 *50ｍ バタフライ 白鳥　智貴 ひらはらＳＣ 29.89 丹羽　麻友 RIDGEND 29.49
１ 100m バタフライ 菊池　勢太 トコーＳＣ 56.12 関根　倖彩 スウィン大教 1:00.78

200m バタフライ 瀬戸  大也 ＪＳＳ毛呂山 1:56.03 柴田　夏海 コナミ北浦和 2:11.77
200m 個人メドレー 浦　瑠一朗 ＪＳＳ毛呂山 2:02.27 秋山  遥奈 ユアー蕨 2:19.09
400m 個人メドレー 本庄　智貴 ＪＳＳ毛呂山 4:18.01 宮坂　倖乃 コナミ北浦和 4.42.90
400m M・リレー
400m F・リレー 3:56.70
50m 自　由　形 田中　直太朗 スウィン北本 23.64 柴田　夏海 コナミ北浦和 26.06
100m 自　由　形 丸山　康之 東所沢ＳＣ 51.63 谷頭　　聖 スウィン東光 56.07
200m 自　由　形 山本　雄太 コナミ北浦和 1.50.80 谷頭　　聖 スウィン東光 2:01.56
400m 自　由　形 水村　　元 埼玉栄 3:56.08 髙桑　美咲 スウィン春日部 4:17.31
*50ｍ 背　泳　ぎ 須貝　和彦 セントラル川越 27.15

高 100m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 54.76 金子　　葵 ﾙﾈｻﾝｽ蕨 1:02.54
２ 200m 背　泳　ぎ 川端　宏昌 アテナＡＭＣ 1:57.94 梶野　美優 埼玉栄 2:14.32

*50ｍ 平　泳　ぎ 中矢 茉奈美 ULS・SS 36.41
・ 100m 平　泳　ぎ 松村　優樹 埼玉栄 1:01.77 関口　美咲 ベスト上尾 1:09.25

200m 平　泳　ぎ 山本　拓歩 埼玉栄 2:12.41 関口　美咲 ベスト上尾 2:27.63
高 *50ｍ バタフライ 浦　瑠一朗 埼玉栄 24.97 河野 智佳子 戸田市ＳＰＣ 33.23
３ 100m バタフライ 陸田　立起 ｾﾝﾄﾗﾙ岩槻 54.29 蓮原　愛実 スウィン熊谷 1:01.43

200m バタフライ 石橋　怜悟 コナミ北浦和 1:58.29 柴田　夏海 コナミ北浦和 2.15.29
200m 個人メドレー 陸田　立起 ｾﾝﾄﾗﾙ岩槻 2.02.44 秋山  遥奈 ユアー蕨 2:17.67
400m 個人メドレー 樋口　敬太 アテナＡＭＣ 4:20.53 小川  美和 市立川口 4:50.11
400m M・リレー 3:47.08 4:15.09
400m F・リレー 3:30.00 3:56.56

*マークは第37回大会まで実施

埼玉県ＳＣ室内ＡＧ水泳競技大会　大会記録

種　　目 男　　　　子 女　　　　子

コナミ北浦和 ユアー蕨

アテナＡＭＣ ユアー蕨
ＪＳＳ毛呂山 スウィン東光

ＪＳＳ毛呂山 コナミ北浦和

KONAMI北浦和



【健康チェック項目】

※体調欄は、異常が無ければ「良好」、体調不良の場合は腹痛・頭痛・鼻水等、その他具体的な症状
 を記入してください。

競技会前7日間におけるチェック事項（該当するものに✔を入れてください）

① 平熱を超える発熱はない

② 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がない

③ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない

④ 臭覚や味覚の異常がない

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等がない

⑥ 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ない

⑦

⑧

○２日前より検温、チェック事項を保護者が記入した上でチーム引率者へ提出してください。
○引率責任者は内容を確認し、必ず右欄にサインか捺印の上、チーム受付にてまとめて提出のこと。
○未提出・未記入の箇所がある場合は、入場できません。
 ※引率・競技役員・その他関係者の方も検温・体調欄に記入して受付に提出してください。

【承諾確認欄】

健康状態を確認し、競技会に参加することに同意いたします

「競技会における遵守事項と感染防止対策のご協力のお願い」の内容を理解し遵守します

競技会後5日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は速やかに報告します

当書面をジュニア委員会にて大会後30日間保持後廃棄する事を承諾します

氏名(自筆に限る)

（未成年の者は保護者の署名とします）

㊞令和  年  月  日

ﾁｰﾑ確認欄

㊞

上記チェック欄が全て埋まってない方は、来場を控えてください。

✔

本人、同居家族や身近な人に感染を疑われる方がおらず、PCR検査の判定待ちではない

過去１０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

への渡航または該当在住者との濃厚接触がない

２日前 前日夜 当日朝

体 温 ℃ 体 温 ℃ 体 温 ℃

体 調 体 調 体 調

日中連絡の取れる フリガナ 続柄 電話番号

緊急連絡先 氏 名

フリガナ 性別 所 属

氏 名 男  女

 健康チェック表および承諾書

日付 競技会名

区分(該当に〇) 選手 引率コーチ 競技役員 その他

一般社団法人埼玉県水泳連盟(2022.04改訂)



本大会では、速報掲示板での密を避ける為、掲示板への掲示は行わず
WEB速報のみになります。

PDFファイルを閲覧できるスマホ、タブレット等からアクセスが可能です。
最新のデータを見るには、「最新の状態を表示」で再読込みをしてください。

QRコード

※遅延または途中での終了もあり得ますので、ご了承ください。
※記録訂正等があった場合、再掲載は行いません。
※操作方法に関するご質問にはお答えできませんのでご了承ください。
※ご利用の際の通信料は利用者のご負担となります。

（一社）埼玉県水泳連盟ジュニア委員会

URL:https://result.saitama-jr.org/jr.php

ページが表示されたらプログラム番号に該当する番号をクリックしてご覧ください




