
 

 

令和４年１１月吉日 

クラブ代表者並びに選手担当者各位 

 

第６８回Ｂ・Ｃ級水泳競技大会連絡事項 

 

高知県スイミングクラブ協会 

会長 三浦 光夫 

担当 和田 英晃 

TEL090-4501-5617 

 

１．大会日   令和４年１２月４日(日) 

 

２．開 門    ７：５０(1F 正面玄関)*チーム責任者・選手のみ 

※観戦者なしの無観客大会 ※密にならないように間隔をとり入場して下さ

い。 

３. Ｗup       ８:００～９:００ 

       ※公式スタート練習は、８:３０～(１～３レーン)で行います。 

            尚、増設する場合もあります。 

 

４． 競技開始  ９：１５ ※競技開始前に審判長注意(９レーンは常時アップ・ダウン可能) 

 

５． 競技終了後 １４：４２(予定) 

 

          

注意事項 

１.本大会は、無観客での開催致します。 

２.持ち込んだお弁当及び、ペットボトル、ゴミ類は各自持ち帰って下さい。 

３.更衣室は、プール側と一般側に別れてます。プール側を使用のこと。 

４.上履きと下履きの区別をすること。上履きでホールに降りないこと。 

５.履物が下駄箱に入らなければ、自分で袋に入れて持ち込み管理をする事。 

６.選手控えは、各チームに割振りを行っております。*別紙参照 

  尚、当日はハンドボールの全国大会がありますので体育館側には入場できません。 

  よって、控えは観覧席・階段付近・玄関エントランスのみとなります。 

７.通路・障害者エリア・椅子等には、敷物を敷いて控えとしての利用はお断り致します。 

８.プログラム訂正は、確認期間がすぎてますので受付できません。 

９.当日７：３０より大会準備を行います。各チーム 1名以上ご協力お願い致します。 



 

 

コロナ感染症予防対策 

大会要項でもお伝えしておりますが、コロナ感染症予防対策は、ガイドラインに従って大会を 
実施します。また、観戦者なしでの無観客開催となります。 
安全に大会が運営されます様に、ご理解・ご協力宜しくお願い致します。 

１．大会２週間前から体温・体調チェックをして頂き(様式 1)に記入して下さい。また各チ 

ームの責任者及び引率責任者は、各自のチェックシート(様式 1)を参考にして、 

(様式 2)に必要事項を記入の上、大会当日大会委員長まで提出下さい。 

体調不良者は、大会棄権をお願い致します。（咳、喉の痛み、倦怠感、呼吸困難、味覚 

障害や臭覚障害等の症状には十分に注意して下さい) 

２．選手は泳ぐ時以外、常時マスク着用をお願い致します。(更衣室・招集所・控え場所・ 

観覧席・トイレ・プールサイド) また、消毒液等も準備致しますので、手指消毒やうが 

い等も各自でしっかり行って下さい。 

３．選手招集場所は、短水路本部席南側で行います。競技の妨げにならない様にして下さ 

い。招集場所では、必ずマスク着用です。未着用者はレース出場をお断りする場合が 

ありますので注意して下さい。 

またレースで、マスクを外す時は、専用の袋または、ウエアのポケット等にしまい名 

前を書くなどしてなくさないようにお願い致します。 

４．更衣室(プール用エリアのみ利用して下さい。体育館用エリアを利用しない)では、対 

面の更衣は避け、私語をせずに速やかに退出するようにして下さい。 

*更衣室内のベンチ、床等に置き荷物をしない。置き荷物は忘れ物として扱います。 

また、朝のウォームアップ前は原則更衣室の利用はせず、自宅から準備して頂くよう 

お願い致します。アップ終了時も混雑しますので、更衣室混雑状況を見ての利用をお 

願い致します。下履きは、下駄箱に整理して置き、もし入らなければ専用の袋に入れ 

プールに持ち込み各自で管理するよう、お願い致します。 

５．各チーム責任者は、大会開催中の選手の体調管理を十分に管理して頂き、体調不良者 

がでた場合は相当の対応・処置をし、大会総務まで報告をお願い致します。 

６．アップ時間は、８:００～９:００までと致します。公式スタート時に並ぶ時は間隔を十分

にとること。 

７．メドレーリレーのオーダーは、８:３０までリレーオーダーは１２:００までに提出して下 

さい。 

８．競技終了後、賞状・メダル本部席にてお渡し致しますので各チームの責任者の方はお忘れ 

  にならない様にお願い致します。 

９．大きな声での会話や声を出しての応援はしないこと。拍手・手拍子、スティックバルーン

の使用は認めます。 



リレー用紙記入用　選手番号
登録No 登録No
1 柴岡　大雅 コナミ高知 中学1年 56 横山　恵海 ＪＳＳ高知 小学3年
2 田中　睦大 コナミ高知 小学3年 57 上田里依奈 ＪＳＳ高知 小学3年
3 楠瀬　透真 コナミ高知 小学3年 58 岩上　紗來 ＪＳＳ高知 小学3年
4 池田　　櫂 コナミ高知 小学2年 59 大原　璃子 ＪＳＳ高知 小学3年
5 喜安　映斗 コナミ高知 小学2年 60 原　　愛奈 ＪＳＳ高知 小学3年
6 小川　柚子 コナミ高知 小学2年 61 瀧本　　花 ＪＳＳ高知 小学3年
7 竹﨑　可織 コナミ高知 小学1年 62 田部　百香 ＪＳＳ高知 小学2年
8 沼　　禀子 コナミ高知 小学1年 63 北村　律奈 ＪＳＳ高知 小学2年
9 合田旺志郎 みかづきＳＳ 小学4年 64 西尾　紗那 ＪＳＳ高知 小学2年
10 木戸　文嗣 みかづきＳＳ 小学4年 65 尾﨑由恵菜 ＪＳＳ高知 小学2年
11 藤澤　亜星 みかづきＳＳ 小学4年 66 髙松　実加 ＪＳＳ高知 小学2年
12 西原　蒼亮 みかづきＳＳ 小学3年 67 楠瀬　璃子 ＪＳＳ高知 小学2年
13 小松　央典 みかづきＳＳ 小学3年 68 平田　優紀 ＪＳＳ高知 小学2年
14 木戸　颯大 みかづきＳＳ 小学3年 69 森田　真生 ＪＳＳ高知 小学1年
15 伊藤　尚叶 みかづきＳＳ 小学2年 70 西森　小華 ＪＳＳ高知 小学1年
16 吉村　勇希 みかづきＳＳ 小学1年 71 平田　紀澄 ＪＳＳ高知 小学1年
17 中村　碧維 みかづきＳＳ 小学1年 72 鍋島　望杏 ZEYO-ST 小学6年
18 川嶋　夏歩 みかづきＳＳ 小学5年 73 春田　智紀 ZEYO-ST 小学5年
19 斉藤　鈴乃 みかづきＳＳ 小学4年 74 野島　悠仁 ZEYO-ST 小学4年
20 佐野　明莉 みかづきＳＳ 小学4年 75 式地　咲磨 ZEYO-ST 小学4年
21 山中　陽菜 みかづきＳＳ 小学3年 76 板倉　幸輝 ZEYO-ST 小学4年
22 北川恵理香 みかづきＳＳ 小学3年 77 徳弘　衛人 ZEYO-ST 小学4年
23 永井　　悠 みかづきＳＳ 小学3年 78 長田　唯希 ZEYO-ST 小学3年
24 三善　結月 みかづきＳＳ 小学3年 79 白崎　拓未 ZEYO-ST 小学3年
25 細田　侑莉 みかづきＳＳ 小学3年 80 永田理久汰 ZEYO-ST 小学3年
26 古谷　伊織 みかづきＳＳ 小学3年 81 春田　貴紀 ZEYO-ST 小学3年
27 松浦　琉々 みかづきＳＳ 小学2年 82 久保　勇惺 ZEYO-ST 小学2年
28 川村　英舞 みかづきＳＳ 小学2年 83 竹村　光央 ZEYO-ST 小学2年
29 竹内　望乃 みかづきＳＳ 小学2年 84 松﨑龍之介 ZEYO-ST 小学2年
30 川田萌衣沙 みかづきＳＳ 小学1年 85 杉本燿志朗 ZEYO-ST 小学1年
31 西原　彩葉 みかづきＳＳ 小学1年 86 長野　　剛 ZEYO-ST 小学1年
32 合田　朱里 みかづきＳＳ 小学1年 87 弘田　　紬 ZEYO-ST 小学1年
33 北　　獅穏 ＪＳＳ高知 小学6年 88 森澤　舞香 ZEYO-ST 小学6年
34 森　　新嵐 ＪＳＳ高知 小学4年 89 藤原　彩羽 ZEYO-ST 小学5年
35 吉本　光希 ＪＳＳ高知 小学4年 90 式地　萌桃 ZEYO-ST 小学4年
36 廣内　悠弥 ＪＳＳ高知 小学4年 91 藤田和佳奈 ZEYO-ST 小学4年
37 冨永　晴彦 ＪＳＳ高知 小学4年 92 松本　桃和 ZEYO-ST 小学4年
38 宮本　悠樹 ＪＳＳ高知 小学4年 93 相原しづく ZEYO-ST 小学3年
39 小野　涼太 ＪＳＳ高知 小学3年 94 藤原　花霞 ZEYO-ST 小学3年
40 濵口　翔生 ＪＳＳ高知 小学3年 95 森澤　彩華 ZEYO-ST 小学2年
41 酒井　央都 ＪＳＳ高知 小学3年 96 式地　彩空 ZEYO-ST 小学2年
42 大黒　瑞基 ＪＳＳ高知 小学2年 97 藤原　楓梨 ZEYO-ST 小学1年
43 北添　侑玖 ＪＳＳ高知 小学2年 98 岡村　知典 窪川ＳＣ 小学6年
44 和田朔太郎 ＪＳＳ高知 小学1年 99 濱﨑　唯斗 窪川ＳＣ 小学4年
45 山本　陽月 ＪＳＳ高知 小学1年 100 松岡　宏芽 窪川ＳＣ 小学3年
46 村山竣乃助 ＪＳＳ高知 小学1年 101 島崎　一哲 窪川ＳＣ 小学2年
47 谷　　樺音 ＪＳＳ高知 中学2年 102 岡村　明音 窪川ＳＣ 中学3年
48 田部　藍彩 ＪＳＳ高知 中学2年 103 才原　悠希 窪川ＳＣ 中学2年
49 井上心衣里 ＪＳＳ高知 中学1年 104 田村　果鈴 窪川ＳＣ 中学2年
50 三好　瑠依 ＪＳＳ高知 小学5年 105 中平　穂花 窪川ＳＣ 中学1年
51 中越　咲陽 ＪＳＳ高知 小学4年 106 土居夕月妃 窪川ＳＣ 小学5年
52 北川　侑芽 ＪＳＳ高知 小学4年 107 坂本　心美 窪川ＳＣ 小学5年
53 田村　一栞 ＪＳＳ高知 小学4年 108 中嶋　心奏 窪川ＳＣ 小学4年
54 泉　　結衣 ＪＳＳ高知 小学4年 109 岡村　夏奈 窪川ＳＣ 小学4年
55 中岡　　紬 ＪＳＳ高知 小学4年 110 中尾実果子 窪川ＳＣ 小学3年



登録No 登録No
111 大野　耀雅 さくらＳＣ 小学5年 166 岡林　加純 ながおかＳＳ 小学6年
112 山田恭士朗 さくらＳＣ 小学5年 167 永野芽衣紗 ながおかＳＳ 小学6年
113 山田　珠颯 さくらＳＣ 小学4年 168 武田　瑞葵 ながおかＳＳ 小学5年
114 新田　統也 さくらＳＣ 小学4年 169 山中　優來 ながおかＳＳ 小学4年
115 細川　楓真 さくらＳＣ 小学3年 170 齋藤　　凪 ながおかＳＳ 小学3年
116 森永　蒼唯 さくらＳＣ 小学6年 171 森永　遥陽 ながおかＳＳ 小学2年
117 田村　陽菜 さくらＳＣ 小学4年
118 森永　優理 さくらＳＣ 小学4年
119 中村　やや さくらＳＣ 小学4年
120 八塚　　咲 さくらＳＣ 小学4年
121 山本　樹季 PUIST 小学2年
122 西村明日光 PUIST 小学1年
123 黒岩　奏多 PUIST 小学1年
124 中山　凛音 PUIST 小学4年
125 田中　陽愛 PUIST 小学2年
126 中山　陽菜 PUIST 小学2年
127 北村　夢彩 PUIST 小学1年
128 藤岡　朋花 PUIST 小学1年
129 金子　総太 NSP高知 中学2年
130 川村　龍輝 NSP高知 中学1年
131 西野　寛二 NSP高知 小学5年
132 金子　　昴 NSP高知 小学5年
133 笹岡　　陽 NSP高知 小学5年
134 筒井　爽太 NSP高知 小学5年
135 中山　陽斗 NSP高知 小学5年
136 西山　幸佑 NSP高知 小学4年
137 高田　明宏 NSP高知 小学4年
138 川村　來輝 NSP高知 小学4年
139 岩川　陽奏 NSP高知 小学3年
140 南部　理玖 NSP高知 小学3年
141 西野　詢二 NSP高知 小学3年
142 南部　　新 NSP高知 小学1年
143 谷田　海斗 NSP高知 小学1年
144 浜田　晴凪 NSP高知 小学1年
145 筒井　渡琉 NSP高知 小学1年
146 松田　陽菜 NSP高知 小学6年
147 三宮　輝子 NSP高知 小学5年
148 里見　信実 NSP高知 小学5年
149 井原　小遥 NSP高知 小学3年
150 池澤　明李 NSP高知 小学1年
151 松田　暖花 NSP高知 小学1年
152 田村　　榮 クラブとさ 中学1年
153 藤本　凌久 クラブとさ 小学4年
154 田村　　蓮 クラブとさ 小学4年
155 細木桜太朗 クラブとさ 小学3年
156 塚原　瑠唯 クラブとさ 小学6年
157 石元　心優 クラブとさ 小学6年
158 亀井　姫詩 クラブとさ 小学5年
159 筒井萌々子 クラブとさ 小学5年
160 川田珀留天 ながおかＳＳ 小学6年
161 齋藤　想悟 ながおかＳＳ 小学6年
162 畠中　心嵩 ながおかＳＳ 小学5年
163 松岡　　滉 ながおかＳＳ 小学4年
164 増野　理久 ながおかＳＳ 小学4年
165 中山　瑞月 ながおかＳＳ 小学6年
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25mプール
NSP

階段 招集所(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ本部席側)窪川
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敷物可

クラブとさ

さくら

敷物可 敷物可 敷物可 敷物可 敷物可

メインスタンド

ハンドボール全国大会(小学生)

※体育館側には入場できません。

閉
可動席 可動席 可動席

出入禁止 閉 閉

ながおか

ZEYO

階段エリア

体育館

階段
出入口 出入口 出入口 出入口

PUI


