
 
 

 

期 日：平成 24 年(2012 年)8 月 7 日(火) 

時 間：16:00～ 

会 場：くろしおアリーナ・会議室 

 

 

（１）挨拶 

    ◆会 長 挨 拶   (公財)日本水泳連盟 会長      佐野 和夫 

 

    ◆学生委員長挨拶   (公財)日本水泳連盟 学生委員長   林  敏久 

 

    ◆歓 迎 の 言 葉   (一社)高知県水泳連盟 会長     中西 清二 

 

    ◆支 部 長 挨 拶   (公財)日本水泳連盟学生委員会 

中国四国支部支部長   小村  堯 

 

 （２）競技概要および諸注意 

     ◆審 判 長 注 意   (公財)日本水泳連盟 競技運営委員  藤森 克悦 

 

    ◆諸  注  意   (一社)高知県水泳連盟 競技委員長  楠目 博之 

 

    ◆そ  の  他 

 

 （３）その他 

◆第 88 日本学生選手権水泳競技大会 チケット販売について 

 

◆ＦＩＮＡ競泳ワールドカップ東京２０１２について 

 

◆セントラルスポーツカップ 2012・東京マラソンスイミングについて 

 

 （４）質疑応答 
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１．競技について 
 

(１) 本競技会は、2012 年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則に則り実施する。 

(２) 競技は予選は 10 コース、決勝競技は 8 コースにて行い、進行は、タイムスケジュー

ル通りに行なう。 

(３) すべての種目において予選・決勝を行なう。 

(４) 決勝は、予選の結果上位８名が出場できる。なお、決勝進出者は１校につき上位２名

までとする。ただし棄権者が出た時は次点上位より順次出場権を与える。 

(５) 決勝進出において、同記録で定員より増加した場合は抽選とする。補欠も同様とする。 

(６) 招集は、競技開始 20 分前から行なう。招集の際に水着の確認を行う。 

(７) 予選競技を棄権する場合は、届出用紙に記入し、当日の指定時間(８:45)までに招集

所に届け出ること。時間内に届け出をしなかった場合は棄権料（個人・リレー種目共

に 3,000 円）、無断で棄権した場合は更に罰金 3,000 円を徴収する。 

決勝を棄権することは出来ない。やむなく棄権する場合は、その予選競技終了後１時

間以内に棄権料(3,000 円)を添えて届け出ること。 

(８) ゴールタッチは、タッチ板の有効面に確実にタッチすること。 

(９) リレーの引継ぎは引継ぎ判定装置によって判定する。 

(10) 競技成立後は、折返し監察員の指示によりプール横から退水すること。リレー競技の

み自コースからの退水とする。 

(11) 予選は組のみの紹介、決勝は入場後、各コース前で選手紹介を行う。 

(12) リレーオーダー用紙の提出締切時間 

 400mMR 女子 200mFR、男子

400mFR 

女子 400mFR、男子 800mFR 

予選競技 8:15 8:15 8:15 

決勝競技 2 日目のﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 決勝競技開始前 決勝競技開始前 

① 男子は青、女子は赤の用紙を使用し、個人番号を必ず記入する。 

② 個人番号はプログラムに掲載してあるものを記入する。 

 (13) 本大会は、上訴審判団を設置する。 

 

２．表彰について 
 

(１) 個人種目（リレー競技を含む）の１位～３位に､メダルならびに賞状を授与する。４

位～８位に賞状を授与する。 

(２) 個人種目（リレー競技を含む）の３位入賞者の表彰は、各競技終了後に行う。 

(３) 学校対抗は、優勝校には優勝杯並びに賞状を、２位から８位までは賞状を授与する。 

 

３．全体スケジュール 
 

日 時 事 項 開門時間 
予選競技 

開始時間 

競技終了 

(予定) 

決勝競技 

開始時間 

競技終了 

(予定) 
閉門時間 

8月7日(火) 公式練習日 13:00 練習時間13:00～18:00 18:30 

8月8日(水) １日目 ７:00 ９:30 14:20 15:00 17:20 18:20 

8月9日(木) ２日目 ７:00 ９:00 13:25 14:30 16:45 17:45 

※開会式 ８月８日（水）９:00～ 

※閉会式 ８月９日（木）17:00～ 決勝競技終了後 
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４．プールの使用について 
 
 (１) メインプール 

① 水温は 27.5 度に設定する。 

② 練習は、競技開始 15 分前までとする。１日目は開会式開始 15 分前までとする。 

③ 昼休みの練習について、決勝競技開始 15 分前までとする。 

④ ９コースをペースコースとする。 

⑤ １・１０コースをダッシュコースとする。なお、１コースをスタート側から、１０

コースをターン側からの一方通行とする。 

⑥ ダッシュコースの代理人による順番待ちは禁止とする。 

⑦ 公式スタート練習は、８:15～８:45 の間に行う。 

※公式練習日 ８月７日(火)は、16：00～17：00 の間に行う。 

⑧ ビート板・プルブイは使用できる。ただし、パドルは事故防止のため禁止とする。 

（２）サブプール（25ｍ） 

① 水温は 27.5 度に設定する。 

② 練習は終日使用することが出来る。 

③ １コースは、ダッシュコースとする。 

④ ７コースは、ペースコースとする。 

 

※ウォーミングアップの際の注意点※ 

① コースロープにはつかまらないこと。 

② 入水の際はスタート台左側から入水すること。 

③ ペースコースはクロールのスイムのみ利用できる。プル練習・キック練習・その他

の泳法での利用は禁止する。 

④ 周回コースでは途中で止まらず、タッチ板まで泳ぎきること。 

 

５．館の使用について 
(１) 入場方法：全日 7:00～ ２階入り口（開門後は１階および２階いずれの入り口も利

用可） 

(２) 場所取りは役員の指示に従い、禁止の場所は取らないこと。 

(３) 男女団体出場校、シード校は控え場所を割り当てる。 

(４) スタンド席の割振りは各支部の大学間で調整すること。なお、シード校は割り当てる。  

(５) アリーナ内は土足厳禁。素足または内履き・サンダルの使用が許可されているが、必

ず外履きとの区別をすること。 
(６) プールサイド、デッキ上での食事は禁止とする。 

(７) 更衣室の使用について 

ロッカーは使用できる。なお、鍵を紛失した場合は、直ちに大会受付に届け出ること。 

(８) 荷物について 

   競技終了後は、ロッカー・スタンド席の荷物は全て持ち帰ること（置き荷物は、忘れ

物として扱う）。控え席については、毛布類をおいて帰っても良いが、必ずたたんで

壁側に置いておくこと。なお、紛失・盗難に関して主催者・施設は一切の責任を負わ

ない。 

(９) 駐車場について 
駐車場は、南（三角）駐車場を利用すること（駐車禁止エリアをのぞく）。南（三角）

駐車場が満車になった場合は、北駐車場を利用すること。テニスコート横の駐車場は、

利用できない。当日朝は、誘導係がいるので指示に従うこと。 
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６．その他 
(１) プログラムは１校に１部無料配布する。また、受付において一部 2,000 円で販売する。 

(２) マネージャーミーティングを毎日７:30 より招集所前において行なう。 

   受付は７:20 より行う。 

(３) 選手は必ず所属する大学のユニフォームを着用すること。高校名・スイミング名等の

入ったものは使用できない。 

(４）臨時バスの運行について 

 ①早朝バス 

  事前調査で希望を出している大学について、開門に間に合う様早朝バスを運行する。 

  出発時間に間に合うように各停留所から乗車すること。 

  料金は乗車時に徴収する。（460 円。お釣りのないように準備しておくこと） 

②競技終了後の臨時バス 

８日(水）、９日(木)両日とも競技終了後、高知市中心部までの臨時バスを運行する。 

  乗車は予約制とし、希望する者は所定の時間までにチケットを購入すること。 

（一人 460 円） 

  なお、予約は先着順とし、乗車可能人数に達した時点で販売終了とする。 

   チケット販売場所： １階エントランスホール 

   予 約 締 切 時 間： 両日とも １４時３０分まで 

   出 発 時 間： 両日とも １７時３０分～１８時 

★ 運行時間については、交通状況や競技終了時間によって変動する場合がある。 


