記録会に参加する皆様へ
1、

プールの利用について
① 更衣室は、観客席下にあります。利用の際は、観客席一番奥の階段を利用し、一度
プールサイドに下りて、観客席下より入場してください。尚、ロッカーには鍵がかかり
ませんので貴重品類は各自で管理してください。盗難には十分にご注意ください。
盗難等一切責任は負いかねます。予めご了承ください。
② 更衣室・プールサイドは裸足となります。
③ プールに入る際は、必ずスイミングキャップ（水泳帽）を着用してください。
④ プールサイド・更衣室での飲食・喫煙はできません。飲食は観客席でお願いいたします。
敷地内は「全面禁煙」です。 ご協力をお願いいたします。
⑤ プールから観客席の移動は、観客席奥の階段をご利用ください。その際、体についた
水をよく拭き取り、観客席では履き物をはいてください。（観客席は、裸足厳禁）

2、

競技について
① スタートのフライングは1回で失格とします。尚、スタート台上・台横・水中から
行うことができます。
② スタート台の角度は、日本水泳連盟の通知により、１０度設定になっています。
（スターティングブロックではありません）
③ 競技は日本水泳連盟競泳競技規則、日本水中スポーツ連盟競技規則に準じて行います。
④ 召集は５レース前に行います。遅れないように注意してください。
⑤ 記録はレース終了後、メインプール正面入口の速報掲示板に掲示します。
また、７月１４日以降、横浜国際プールのホームページでも、案内します。
⑥ 記録証はお渡ししますので、速報掲示板かホームページで確認し、各自で
「記録」「種目」等の記載をお願いいたします。
⑦ 競泳競技においては水着の規定はありません。
⑧ フィン種目に出場する方は１０組前までに器具監査を完了してください。
器具監査は召集所にて行います。ＣＭＡＳ及びＦＩＮＡ承認水着での競技となります。（公認競技）
⑨ リレーに出場するチームはオーダー提出時間にご注意ください。
リレーオーダー締切時間 メドレー・サーフィスリレー８：３０ フリーリレー・CMAS １３：００

3、

表彰について
① 各種目、区分別の１位の方には、賞品をお渡ししますので、「１位賞品受渡」まで、お越しください。
※フィン競技・リレー競技は全年齢での順位となります。
受渡時間 ： ＡＭ１０：３０より 各種目ランキング発表後
受渡場所 ： ３Ｆ 正面入口 ロビー 受付

4、

その他
① 競技会場でのウォーミングアップは、８時４０分までとします。競技中は、アップ用
プール（ダイビングプール）をご利用ください。尚、ダイビングプールでの飛込みは
禁止とします。
② 開会式は８時４５分より行います。競技についての説明を行いますので、
必ずプールサイドか観客席にお集まりください。尚、閉会式は行いません。
③ 競技には、十分なウォーミングアップを行い、健康状態を確認し、参加してください。
競技中に体調を崩した方は、競技役員までお申し出ください。

各種受付方法、その他
1、

選手受付について
① 入場後、３階正面入口受付に「団体」と「個人」の受付を用意してありますので
「受付NO」の記入された「封筒」を受け取りください。
＊「フィン競技」に参加する選手、団体は「個人」受付にお越しください。
受付時間 ： ＡＭ７：３０～
受付場所 ： ３階正面入口受付

2、

撮影許可について
① 撮影には、「撮影許可証」が必要です。申請書に必要事項を記載の上、お申込みください。
受付時間 ： ＡＭ７：４５～
受付場所 ： ３階正面入口受付
許可証保証金 ： １，０００円（１申請） ＊許可証返却時に、お返しいたします。

3、

棄権票、リレーオーダー提出について
① 棄権票、リレーオーダーは下記受付に提出してください。
受付時間 ： ＡＭ７：４５～
受付場所 ： ３階正面入口受付
リレーオ－ダー締切時間：メドレー・サーフィスリレー ８：３０ フリーリレー・CMAS １３：００

4、

プログラムの販売について
① １部７００円で販売しています。（数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。）
販売時間 ： AM７：４５～
販売場所 ： ３階正面入口受付

5、

参加賞の引き換えについて
① 参加賞の引き換えは、下記のスケジュールで行います。
受付時間 ： ＡＭ９：００ ～ ＰＭ２：００ 受付場所 ： ３階正面入口受付
「参加賞引換券」と引き換えに、賞品をお渡しいたします。

6、

記録の確認について
① ３階正面入口の速報掲示板に競技結果が発表されます。
また、７月１４日以降に、横浜国際プールホームページに掲載いたします。

7、

賞品受渡について
① 各種目、区分１位の方に賞品をお渡しします。（賞品の受渡は当日限りです。）
尚、リレー競技・フィン競技は全年齢区分での順位となります。
受渡時間 ： 速報発表後～ 受渡場所 ： ３階正面入口受付

8、

泳力検定について
① 事前に泳力検定に申込みした方で、検定基準を突破した方には認定証を
お渡しします。７００円を添えて受付にお申し出ください。（認定証の受渡は当日限りです）
受渡時間 ： 速報発表約３０分後～

9、

受渡場所 ： ３階正面入口受付

その他
① 当日の追加・変更はできません。プログラム作成上のミスなど不明な点は、
３階正面入口受付までご連絡ください。
② お一人でご参加の方で、荷物を保管したい場合は、ロッカー券をお渡ししますので
正面入口ロビーの受付に申出てください。
③ 忘れ物は、３カ月保管しますが、その後申し出が無い場合は、処分致します。
④ 観客席・通路の場所取りはご遠慮ください。

記録会に初めて参加する皆様へ

【レースに出場する流れ】
① 召集所で点呼を受ける
■プールサイドの召集所に自分の出場するレースの５組前までに集合してください。
■召集員の指示に従って、順番を待ってください。
■フィン競技に出場する選手は１０組前に行う器具監査を受けないと
失格となります。また承認水着のチェックを行います。
■リレー種目に出場するチームは必ず４人揃って召集所に集合してください。

② レースに出場
■自分の順番が来たら、自分のレーンの選手用イスに着席して待つ。
■審判長の長い笛の合図で、スタート台の上に登り、スタートの準備をする。
（スタート台から飛込めない方は、スタート台の横か水中からのスタートもできます）
■スターターのピストルの音で、スタートします。
（ピストルの音より早く、スタートしてしまったり、動いてしまうと失格となります）
■日本水泳連盟競技規則及び日本水中スポーツ連盟競技規則に違反の無い泳ぎをしてください。
■ゴールタッチは、タッチ板を強く押し込んでください。
（しっかり、タッチしないと記録が計測されません）
■泳ぎ終わったら、自分のレーンから上がってください。
（他のコースに入ってしまうと失格になります）

③ 記録の確認
■自分の記録は、電光掲示板に表示されますが、速報掲示板（入場口ロビー）で
確認も出来ます。
■７月１４日以降、横浜国際プールのホームページでも、ご案内いたします。
■記録証はお渡ししますが、「記録」「種目」等は速報掲示板かホームページで確認し
各自で記載をお願いいたします。

＊その他、不明な点はスタッフにお尋ねください。

横浜国際プールでは施設内の撮影にあたり利用者相互のプライバシー保護、防犯上の理由から
撮影許可申請書を提出いただいております。

撮影許可申請書
撮影の日時

２０１７年

７月 ９（日）

メイン・プール

場所
撮影の目的
注意事項

７時４５分 ～ 競技終了まで

第５４回 長水路記録会の撮影
A）
B）
C）
D）
E）
F）
G)

『撮影許可証』を必ず見える位置に常時、身につけてください。
『撮影許可証』は撮影終了時に『受付』に返却してください。
手持ちカメラ以外の機材の持ち込みはお断りいたします。
ライフガードなどスタッフの指示に従ってください。
スタンドからの撮影に限ります。
フラッシュを焚いての撮影はご遠慮ください。
立ち上がっての撮影はお断りいたします。

※上記の目的以外の撮影は行いません。また、利用団体以外の人物が画像に入らないよう
十分に注意します。万が一、これに起因してトラブルが発生した場合は、
撮影者の責任において解決し、当施設には一切ご迷惑をお掛けいたしません。
２０１７年

７ 月

９日

上記のとおり撮影の許可を申請いたします。
団体名
申請者
連絡先
横浜国際プール 責任者 様
事務処理欄

申請の件について承認する。

許可証№
２０１７ 年

７ 月 ９ 日

①起案職員 ②返却確認職員
※施設内の撮影は基本的にお断りしておりますが
一般公開中の貸切利用、団体利用において
申請条件を付して許可しております。

横浜国際プール

長水路記録会撮影に関するお知らせ
横浜国際プールでは施設内の撮影にあたり利用者相互のプライバシー保護
防犯上の理由から撮影許可申請書を提出いただいております。
撮影を希望する方は３F記録会受付撮影申請所で申請手続きをおこなってください。
※許可証保証金として１，０００円お預かりします。許可証返却時にお返しいたします。

A）
B）
C）
D）
E）
F)
G)

注意事項
『撮影許可証』を必ず見える位置に常時、身につけてください。
『撮影許可証』は撮影終了時に『受付』に返却してください。
手持ちカメラ以外の機材の持ち込みはお断りします。
ライフガードなどスタッフの指示に従ってください。
スタンドからの撮影に限ります。
フラッシュは事前にOFFにしてください。
立ち上がっての撮影はお断りいたします。

横浜国際プール

長水路記録会撮影に関するお知らせ
横浜国際プールでは施設内の撮影にあたり利用者相互のプライバシー保護
防犯上の理由から撮影許可申請書を提出いただいております。
撮影を希望する方は3F記録会受付撮影申請所で申請手続きをおこなってください。
※許可証保証金として１，０００円お預かりします。許可証返却時にお返しいたします。

A）
B）
C）
D）
E）
F）
G)

注意事項
『撮影許可証』を必ず見える位置に常時、身につけてください。
『撮影許可証』は撮影終了時に『受付』に返却してください。
手持ちカメラ以外の機材の持ち込みはお断りします。
ライフガードなどスタッフの指示に従ってください。
スタンドからの撮影に限ります。
フラッシュを焚いての撮影はご遠慮ください。
立ち上がっての撮影はお断りいたします。
横浜国際プール

