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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.zenchuu.jp%2Fcms%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2F%25E6%2584%259F%25E6%259F%2593%25E7%2597%2587%25E5%25AF%25BE%25E7%25AD%2596%25E6%25A7%2598%25E5%25BC%258F1%25EF%25BD%259E5.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK


https://swim.zenchuu.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/%E7%AB%B6%E6%8A%80%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%80%80%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%A8-1.pdf
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https://swim.zenchuu.jp/
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https://swim.zenchuu.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/%E7%B7%B4%E7%BF%92%E4%BC%9A%E5%A0%B4%EF%BC%88%E5%8D%81%E7%AC%A6%E3%81%AE%E9%87%8C%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf


https://www.youtube.com/channel/UCcUgUteM0738Qo1TpNtRhEA
https://swim.zenchuu.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/%E2%98%86%E2%98%86R4%E5%85%A8%E4%B8%AD%E5%AE%AE%E5%9F%8E-%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%AB%B8%E5%AE%A4%E3%80%80%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E5%9B%B3%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%AE%9F%E6%96%BDver%EF%BC%89.pdf
https://swim.zenchuu.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%80%80%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%89%B2%E5%BD%93-1.pdf
https://swim.zenchuu.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%A6%8F%E7%A8%8B_1P.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.zenchuu.jp%2Fcms%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2F%25E2%2591%25A0%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25A9%25E3%2583%25A0%25E8%25A8%2582%25E6%25AD%25A3%25E7%2594%25A8%25E7%25B4%2599-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://swim.seiko.co.jp
https://sp.j-swim.jp/
https://swim.zenchuu.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/%E5%85%A8%E4%B8%AD%E3%80%80%E9%A7%90%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E5%9B%B3.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCcUgUteM0738Qo1TpNtRhEA
https://www.youtube.com/channel/UCcUgUteM0738Qo1TpNtRhEA


2022 年７月 25 日 

 

大会参加者 監督者 各位 

 

(公財)日本水泳連盟 

競 技 委 員 会  

医 事 委 員 会  

 

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） 

 

日頃より本連盟の競技事業にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 

現在、第７波と言われる新型コロナウイルス感染の急拡大が進行しております。全国各地で過去

最多の感染者数を記録するなど収束の見通しが立たない状況となっております。本連盟では２月に

標記の通知を発出し、それまでの「大会の参加に当たって」の条件に加え、大会参加の際には下記

事項を順守していただきますようお願いさせていただきました。その後、いったん感染状況が落ち

着いた中で企画された夏季秋季の競技会が開催時期を迎えた今、再びの感染拡大となりました。 

つきましては、大会の開催にあたっては再度下記の内容を徹底していただきますようお願い申し

上げます。選手をはじめとするすべての参加者にとって安心安全な大会となりますよう、ご理解と

ご協力をお願いします。 

 

記 

【参加者について】 

(1) 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、陰性を確認する（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）。 

(2) 市販の抗原検査キットについて、原則として研究用ではなく医療用（体外診断用医薬品（薬事

承認あり））のみを有効とする。 

(3) 来場初日から遡って６日以内に出場予定の競技者が濃厚接触者となった場合は、該当者の出場を禁

止する。濃厚接触者は、感染者と最終接触した日から５日間（６日目解除）であるが、２日目およ

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、社会機能

維持者であるか否かに関わらず３日目から解除が可能となる。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。 

(4) 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、出場予定の競技者が感染者

もしくは濃厚接触者に該当しない場合は、（原則）来場する 72 時間以内の検査で陰性確認をす

ることで競技会出場を可能とする。 

(5) 大会期間中にチームから３名以上の陽性者が確認された場合は、チームの出場を禁止する方針

であるが、その決定については競技実行委員会および COVID19 オフィサーとの合議によって決

定する。 

(6) 大会終了後 10 日以内に陽性者が発生した場合は、遅滞なく大会実行委員会に報告すること。 
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【移動について】 

交通機関内での感染を防ぐため、移動車内での飲食を禁止、マスクの着用（目の防護をすること

が望ましい）、各自で消毒用品を持ち歩くことを徹底する。 

 

【宿泊について】 

可能な限りシングルユースが望ましいが、複数人数で利用する場合には居室内でもマスクを着用

し、複数人が同時にマスクを外すことがないように注意する。 

 

【食事について】 

基本的に会話をしない「黙食」とし、可能な限りチーム内で個々の食事の時間が重複しないよう

にする。やむなく複数が同じタイミングで摂食するときは同一方向を向いての食事が望ましく、向

かい合っての食事は避けることを原則とする。食事前もマスクを着用とし、食後も速やかにマスク

を着用する。新幹線など公共交通機関での飲食はできるだけ回避するスケジュールを組むことが望

ましい。 
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競泳競技会において着用又は携行することができる水泳用品、 

用具のロゴマーク等についての取扱規程 
 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人日本水泳連盟（以下「本連盟」という。）競技者資格規則第６条第１項第１号及び競泳

競技規則第 15条に規定するロゴマーク（商標・商標名の総称）等の取り扱いに関することを定める。 

（ロゴマーク等の使用基準） 

第２条 全ての競技者、監督、コーチ及び役員（以下「競技者等」という。）は、競技会の会場内（招集所出口からテー

ブル・植栽・柵・チェーン・パーテーション等の造作物で仕切られた範囲内）で着用する水着及びウエアー・

持ち物等に付けることができる所属チーム等の名称・マーク、スポンサーのロゴマーク、メーカーのロゴマー

クについて、つぎのとおり取り扱う。 

（１）水着及びウエアー・持ち物等には、それぞれ利用の異なる毎に、次の名称・マークを付けることができる。 

１）自分の氏名や所属チームの名称・マーク 

２）オリンピック大会や世界選手権大会等の競技会を表す名称・マーク 

３）国旗・国または地域の名称、都道府県や市町村の名称・マーク 

４）公式競技会及び公認競技会のシンボルマークや本連盟が認めたもの 

５）水着には、30㎠以内の本連盟に事前承認を得たスポンサーロゴマークを１個及びメーカーロゴマ

ークをウエストより上部に１個、下部に１個付けることができる。ただし、これらのメーカーの

ロゴマークは、相互に隣接して付けてはならない。ツーピースの水着には、上部に１個、下部に

１個付けることができる 

前記１）～４）までの所属チーム等の名称・マークの大きさに制限は無いが、水着に付ける所属チーム

等の名称・マークは 50㎠以内で１個とする 

６）ウエアーには、40㎠以内の本連盟に事前承認を得たスポンサーのロゴマーク及びメーカーのロゴ

マークを１個付けることができる 

７）その他持ち物には、20㎠以内の本連盟に事前承認を得たスポンサーのロゴマーク及びメーカーの

ロゴマークを１個付けることができる 

（２）ロゴマーク面積の計測方法は着用前のものとし、ロゴマークを正方形あるいは長方形とみなし、縦×

横で面積を求める。 

（スポンサーロゴマークの取り扱い） 

第３条 スポンサーのロゴマークは、競技者等に相応しい商標等とする。 

ただし、タバコ及びビール・ワイン以外のアルコール並びに本連盟のスポンサー・パートナーに登録されている企業は除く。 

（２）スポンサーロゴマークの取り扱いは、登録団体に対する商標等とし、個人に対する取り扱いはできな

い。尚、スポンサー企業は、１登録団体につき１社とする。 

（３）本規程は、競技者等がスポンサーロゴマークを付して競技することを定めたものであり、競技者資格

規則第 7条に規定された、競技者に禁止される商行為を行なってはならない。 

（スポンサーロゴマークの申請方法） 

第４条 スポンサーロゴマークを使用する場合は、その３ヶ月前までに表示内容、場所、個数、大きさ等を明記した「ス

ポンサーロゴマークの使用申請書」（別紙様式）を団体登録責任者及び加盟団体長を経由して、本連盟宛に提出

し承認を得なければならない。 

（スポンサーロゴマークの承認手続） 

第５条 承認の手続きは、本連盟で内容を確認した上、申請者への承認通知を送付する。 

（規程の改廃） 

第６条 本規程の改廃は、評議員会の決議により行う。 

附則 １ 本規程は、公益財団法人日本水泳連盟の設立の登記の日から施行する。 

尚、飛込、水球、アーティスティックスイミング、オープンウォータースイミング及び日本泳法の各競技規

則についても本規程を準用する。 

   ２ 本規程は、2016（平成 28）年２月 28日より一部改訂施行する。 

   ３ 本規程は、2017（平成 29）年４月１日より一部改訂施行する。 

   ４ 本規則は、2018（平成 30）年４月１日より一部改定施行する。 

   ５ 本規則は、2019（平成 31）年３月 10日より一部改定施行する。 
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熱中症対策に「ポカリスエット」

ポカリスエットは、日本中学校体育連盟の推奨品です。

全国中学校体育大会
令和4年度

大塚製薬は、全国中学校体育大会を応援しています。

水分補給は自己管理となります。
各自で必要な水分量を
“準備”することが大事です。
適切な水分補給でコンディションを
整えるようにしましょう。

活動時にはこまめな水分補給が大切です。
事前に配布されている製品（ポカリスエット粉末＋スクイズボトル）をご活用ください。

ポカリスエット 熱中症対策の水分・電解質（イオン）補給に

発汗により失われた水分と電解質（イオン）を速やかに補給

ポカリスエット
1L用粉末

ポカリスエット
スクイズボトル
日本中学校体育連盟
ロゴ入り

1L用×5袋

参加選手用

ポカリスエット

※スラリー状とは個体粒子が液体に分散した流動体の状態です。

特長❶ ポカリスエットの電解質バランス

特長❷ 凍らせてスラリー状※になる新組成

特長❸ 常温保存可能（賞味期限13ヵ月）

特長❹ 100gの飲み切りタイプで一気にクールダウン 

●約4時間で冷凍できます。（家庭用冷蔵庫－18°Cの場合）
●何度凍らせてもスラリー状になります。

＜イメージ＞

ポカリスエット アイススラリー
氷が飲める、身体の芯から冷やす

アイススラリーとは細かい氷の粒子が液体に分散した状態の飲料で、
流動性が高いことから通常の氷よりも体の内部を効率よく冷やすといわれています。

「汗の飲料」をコンセプトに開発。発汗

により失われた水分と電解質（イオ

ン）をスムーズに補給できます。体液に

近いイオンバランスだから、すばやく

やさしく吸収でき、カラダのすみずみ

まで潤してくれる健康飲料です。



中学校スポーツ振興推進費還元自動販売機

大塚製薬は、公益財団法人 日本中学校体育連盟の
特別賛助会員です。

この自動販売機の売上金の一部は設置している
都道府県の中学校のスポーツ振興に充当されます。

公益財団法人 日本中学校体育連盟
Nippon Junior High School Physical Culture Association

熱中 太郎

安全な部活動・大会の実施のために　https://nippon-chutairen.or.jp/action/action2/

【日本中学校体育連盟ホームページ】安全な部活動・大会の実施のために「暑さ対策」

安全な部活動・大会運営のため、
選手・関係者・応援者の皆様でぜひご活用ください!

トップページより
「安全な部活動・大会実施のために」をクリック。

日本中学校体育連盟ホームページ
https://nippon-chutairen.or.jp

熱中症からカラダを守ろう
（情報ページ）

スポーツ活動中の
熱中症予防ガイドブック
（改訂ポイントPDF）

汗をとりもどせ!
みんなで防ごう、熱中症
（教材案内PDF）

熱中症対策アドバイザー
（資料PDF）

中学校スポーツ振興推進費
還元自動販売機
（資料PDF）

オオツカ・プラスワン
（通信販売）
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№

11

17

23

24

25

26

31

34

35

第62回全国中学校水泳競技大会　【競泳競技】

ホテルMAP（広域）

ホテル名 TEL

スーパーホテル美田園仙台エアポート

仙台ヒルズホテル

キャッスルイン仙台

ホテルルートイン仙台長町インター

ホテルルートイン仙台東

022-371-0550

022-288-8639

022-363-7711

0225-84-1567

ホテルシーラックパル仙台

スマイルホテル塩釜

バリューザホテル東松島矢本

ホテルルートイン仙台泉インター

022-208-9020

022-719-8711

022-388-6881

022-304-1131

050-5864-0360
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№ №

1 13

2 14

3 15

4 16

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 29

12 30

ホテル名 TEL

ホテルJALシティ仙台 022-711-2580

第62回全国中学校水泳競技大会　【競泳競技】

ホテルMAP（仙台市中心部）

ホテル名 TEL

022-721-7501

仙台国際ホテル 022-268-1111

仙台ワシントンホテル 022-745-2222

022-212-6551

ホテルグリーンマーク 022-224-1050

ホテルパールシティ仙台 022-262-8711

変なホテル仙台国分町 050-5211-0300

江陽グランドホテル 022-267-5111

アルモントホテル仙台

テンザホテル仙台ステーション 022-299-5211

ホテル仙台ガーデンパレス 022-299-6211

ダイワロイネットホテル仙台西口 022-217-7255

ホテルグランバッハ仙台 022-296-0660

メルパルク仙台 022-792-8111

ホテルモンテエルマーナ仙台 スマイルホテル仙台国分町 022-261-7711

第一インパーク 022-213-0089

仙台ビジネスホテル駅前 022-262-3211

東横INN仙台西口広瀬通 022-721-1045

R&Bホテル仙台広瀬通駅前 022-726-1919

仙台サンプラザ 022-257-3333

ホテルプレミアムグリーンプラス 022-212-1255

相鉄フレッサイン仙台 022-722-7203

takan
テキストボックス
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№

27

28

32

33

第62回全国中学校水泳競技大会　【競泳競技】

ホテルMAP（多賀城地区）

ホテル名 TEL

ホテルルートイン多賀城駅東 050-5847-7301

ホテルルートイン仙台港北インター 022-361-8501

ホテルキャッスルプラザ多賀城 022-367-1111

サンホテル多賀城 022-362-3131

takan
テキストボックス
-37-



第62回全国中学校水泳競技大会
有料予約制シャトルバス・定額タクシー乗降場所のご案内

新幹線中央改札口または南口改札口
（３階）を出て、近くのエスカレーター
で２階へ。
鉄道・観光案内所の奥にあるエスカレー
ターで１階へ。
外に出て、正面左手の予約タクシーのり
ばで、乗務員が学校名を表示してお待
ちしております。

●大会会場（グランディ２１）乗降場所

駐車場A

※こちらで名鉄観光スタッフが
お待ちしております。

タクシー会社：２５２５タクシー 他

●乗り遅れそうな場合やお困りの場合は下記へご連絡願います。
名鉄観光当日連絡先 090-9022-3954 または 080-8655-7978

〈 定額タクシー 〉
●仙台駅（西口）乗降場所

●仙台空港乗降場所

到着出口にて、乗務員が学校名を表示してお待ちしております。

●各ホテル乗降場所

各ホテル前または付近にて、乗務員が学校名を表示してお待ちしております。



第62回全国中学校水泳競技大会
有料予約制シャトルバス・定額タクシー乗降場所のご案内

●大会会場（グランディ２１）乗降場所

駐車場A

※こちらで名鉄観光スタッフが
お待ちしております。

●乗り遅れそうな場合やお困りの場合は下記へご連絡願います。
名鉄観光当日連絡先 090-9022-3954 または 080-8655-7978

バス会社：東日本急行

〈 有料予約制シャトルバス 〉

●仙台駅（東口）乗降場所

仙台駅東口バスターミナル
観光バス乗降場

※こちらで名鉄観光スタッフ
がお待ちしております。

８月２０日（土）

【行】　仙台駅東口→大会会場→十府の里パーク   ６：３０ 約４０分

【帰】　大会会場→仙台駅東口  １２：００、１４：００、１６：３０ 約４０分

８月１９日（金）

【行】　仙台駅東口→大会会場→十府の里パーク   ６：３０ 約４０分

【帰】　大会会場→仙台駅東口  １２：００、１４：００、１７：３０、１８：２０ 約４０分

約４０分

８月１８日（木）

【行】　仙台駅東口→大会会場→十府の里パーク   ６：３０ 約４０分

【帰】　大会会場→仙台駅東口  １３：３０、１５：３０、１７：３０、１８：２０ 約４０分

利用日 区間 出発時間 所要時間

８月１７日（水）

【行】　仙台駅東口→大会会場 　８：００、１１：００、１３：００ 約４０分

【帰】　大会会場→仙台駅東口  １２：３０、１５：３０，１７：３０


