2022 年 2 月 22 日
報道関係各位
一般社団法人日本パラ水泳連盟

202２パラ水泳春季記録会
兼 マデイラ 2022 WPS 世界選手権日本代表選手選考戦
取材のご案内
■ 日 時 ：202２年 3 月５日（土）〜3 月 6 日（日）
■ 場 所 ：静岡県立水泳場（静岡県静岡市葵区西ヶ谷 357-2）
■ 主 催 ：一般社団法人 日本パラ水泳連盟（JPSF）
■ 協 賛 ：大和ハウス工業(株)、味の素（株）、(株)フジタ、(株)ゴールドウイン
(予 定)

(株)大和証券グループ本社、全日本空輸(株)、あいおいニッセイ同和損害保険(株)
富士通(株)、（株）トヨタ、パナソニック（株）、東京ガス（株）、三菱商事（株）
ＤＨＬサプライチェーン(株)、タキロンマテックス(株)、 ヤマハ発動機(株)、
(株)グロリアツアーズ

一般社団法人日本パラ水泳連盟では「２０2２パラ水泳春季記録会 兼 マデイラ 2022 WPS 世界選手権
日本代表選手選考戦」を、３月５日（土）・６日(日)の 2 日間、静岡県立水泳場（静岡県静岡市葵区西ヶ谷
357-2）にて開催いたします。
※今回の記録会は毎年開催しております静岡県富士水泳場（富士市）ではありませんので、ご注意ください。
本記録会は、パラ水泳競技の競技力向上を図るため、水泳記録会を開催し、年間を通して選手が水泳競技
を行える環境を整えることを目的としています。また、毎年度の国際大会等に向けて、日本代表選手選考記
録会と位置づけております。
本記録会は 6 月にポルトガルで開催が予定されている“マデイラ 2022 WPS 世界選手権”の日本代表選
手選考戦を兼ねており、さらに 10 月に中国で開催が予定されている“杭州2022 アジアパラゲームズ 水泳
競技”の日本代表推薦選手選考の対象記録にもなる重要な記録会となります。
全国から男子 143 名、女子 69 名 総勢 212 名の選手の出場が見込まれています。また、東京 2020
パラリンピック競技大会の日本代表選手も参加予定（東海林大、山田美幸、成田真由美、小池さくら、木下萌実
は不参加）です。
日本知的障害者水泳連盟所属の東海林大選手、木下萌実選手は、それぞれスケジュールの調整がつかず、
本記録会へは参加しておりません。
日本パラ水泳連盟所属の 3 名は選手からコメントが届いておりますので、別紙をご覧ください。
選手取材は、希望選手のその日の参加種目をすべて終了後、インタビュールームにて行ないます。
なお、世界選手権の派遣選手選考は、コロナ禍の中、選考委員会の開催を大会終了後に行えない可能性が
ありますので、発表日時については後日お知らせいたします。
なお、現在まん延防止等重点措置が静岡県も実施されており、本記録会も新型コロナウイルスに対する感
染予防対策を十分に行った運営体制を整えた上、無観客での開催とします。同様に、ご取材いただく皆様に
もご不便おかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願いします。

【大会概要】
■大 会 名： 2022 パラ水泳春季記録会 兼 マデイラ 2022 WPS 世界選手権日本代表選手選考戦
■主

催： 一般社団法人 日本パラ水泳連盟（JPSF）

■主

管： 2022 パラ水泳春季記録会実行委員会

■後

援： （公財）日本水泳連盟、静岡県、静岡県教育委員会、（公財）静岡県スポーツ協会、静岡市

（予 定）

■協

静岡市教育委員会、（公財）静岡市体育協会（以上予定）

力： （一社）日本知的障害者水泳連盟（JSFP）

（予 定）

（一社）日本ろう者水泳協会（JDSA）
（一社）静岡県水泳連盟、静岡県障がい者水泳協会、（公財）静岡県障害者スポーツ協会

■協

賛： 大和ハウス工業㈱、味の素㈱、㈱フジタ、㈱ゴールドウイン、㈱大和証券グループ本社、

（2021 年11 月末時点）

全日本空輸㈱、 あいおいニッセイ同和損害保険㈱、富士通㈱、トヨタ自動車㈱、パナソニック㈱、
東京ガス㈱、三菱商事㈱、 DHL サプライチェーン㈱、タキロンマテックス㈱、ヤマハ発動機㈱、
㈱グロリアツアーズ

■期

日： ２０２2 年 3 月 5 日(土)・6 日(日)

■会

場： 静岡県立水泳場（50m×9 レーン 最大水深 2m 水温 28 度*予定）
静岡県静岡市葵区西ヶ谷 357-2 電話 054-296-3675
https://shizuoka-pool.com/kensuiei/

■競技方法： 競技は全てタイムレースとする。また、出場者数により、種目・距離が同じであれば、クラスが
異なっても 同時に競技を行う。
■競技種目：
３月５日(土) 〈１日目〉

３月６日(日) 〈２日目〉

競技開始 １０：30（予定）

競技開始

１．女子 200m 自由形 S1-S5，S14-S15

13.女子 100m 自由形 S1-S15，S21

2.男子 200m 自由形 S1-S5，S14-S15

14.男子 100m 自由形 S1-S15，S21

3.女子 100m バタフライ S8-S15，S21

15.女子 50m 平泳ぎ SB1-SB3，SB15

4.男子 100m バタフライ S8-S15，S21

16.男子 50m 平泳ぎ SB1-SB3，SB15

5.女子 50m バタフライ S1-S7，S15

（休 憩）

6.男子 50m バタフライ S1-S7，S15

17.女子 400m 自由形 S6-S13，S15，S21

（休 憩）

18.男子 400m 自由形 S6-S13，S15，S21

7.女子 100m 背泳ぎ S1-S2，S6-S15，S21

19.女子 50m 背泳ぎ S1-S5，S15

8.男子 100m 背泳ぎ S1-S2，S6-S15，S21

20.男子 50m 背泳ぎ S1-S5，S15

9.女子 100m 平泳ぎ

21.女子 150m 個人メドレー SM1-SM4

SB4-SB9、SB11-SB15，SB21

10.男子 100m 平泳ぎ

SB4-SB9，SB11-SB15，SB21

１０：30（予定）

22.男子 150m 個人メドレー SM1-SM4

11.女子 50m 自由形 S1-S15，S21

23.女子 200m 個人メドレー SM5-SM15，SM21

12.男子 50m 自由形 S1-S15，S21

24.男子 200m 個人メドレー SM5-SM15，SM21

注：今年度は申込状況などにより，一部変更することがある。リレーはタイムレースとする。
※情勢次第で急遽大会を中止せざる得ない可能性もございますこと、併せてご理解お願いします。
※今回も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、リモートによるインタビュー、Youtube での競技中継を
行います。
取材を希望される報道関係者の方は、別紙「取材申込について」をご確認いただき、3 月 3 日（木） 17:00
までに申請をお願いいたします。
※本件の取材は、報道を目的とした法人、および法人から委託を受けた方を対象としております。
報道目的以外での取材は、お断りをさせていただきます。

取材に関するお願い
取材に関しまして、新型コロナウイルス感染予防の観点から人数等を制限させていただきます。
何卒、ご協力をお願いいたします。
①

取材申請について
1 新聞・通信社

1社につきペン記者1名＋スチールカメラ１名まで
※競技と選手インタビューが重なる時間が想定されますので、記者の方のスチール
カメラ1台持参を許可します。

2 テレビ

ENGクルー1社ENGカメラ2台 ※民生機に関してはご相談ください。
※ディレクター含むクルー人数は、最少人数でお願いいたします。

3 雑誌・Web

１社につき最大2名での参加をお願いします。

４ フリーランス

1名での参加をお願いします。

※全てのメディアにおいて掲載日・オンエア日が確定している方、フリーランスの方は加えて掲載媒体が
確定している方のみとさせていただきます。
新型コロナウイルス感染状況により、さらに人数調整をお願いする場合もございます。
その際は、別途ご相談させていただきます。
②

会場にて取材の場合
② -1 報道受付、ADカード、ビブスの受け渡しについて
【報道受付】両日とも9:30から受け付けます。
※会場外階段から2Fへお上がりください。
1.

プレスAＤカードの受け渡しは、大会当日報道受
付にて各社代表者に一括してお渡しいたします。
取材における健康チェックシートを全員分ご提
出ください。

2.

提出のない場合は、ご取材いただけませんので
予めご了承ください。

3.

入場の際に検温を実施させていただきます。平
熱を超える発熱を示した場合は、感染拡大防止
のため入場をご辞退いただきます。

4.

入館許可が降りた方にADカードをお渡しいたし
ます。
館内では常時身につけてください（首から下げてください）。
お帰り時はADカードをご返却ください。
2日間とも取材に来られる方は最終日にご返却ください。
ADカードのない方は入館できません。

5.

撮影ビブスは、取材中は必ず着用していただき、お帰りの際は、必ず返却ください。
２日間、同じ方が撮影に来られる場合は、お渡ししたビブスは記録会終了までご自身で管理
してください。

6.

取材者氏名をすべてご記入いただきますが、当日の取材者の変更は取材者枠内で可能で
す。
その際、ご本人の確認を行いますので身分証明のご提示と健康チェックシートを必ずご提出くだ
さい。

②

-2 取材について
1.

プールサイド及び観客席に撮影エリアをご用意いたします。
2Fロビー等、指定の撮影エリア以外における撮影はご遠慮ください。

2.

インタビュー対象選手については、当日リクエストをいただきますが、場合により応じられな
い場合もありますので、予めご了承下さい。インタビュールームでは主催者の指示に従って
ください。
※インタビューは最小人数でお願いいたします。

3.

期間中、選手・監督・コーチ等への単独インタビューはご遠慮下さい。インタビュールーム以外
でのインタビュー等はご遠慮ください。

4.

メディア控室はご準備いたしますが、密を避ける為、可能な限り控室での作業等はお控えく
ださい。

5.
③

両日共にインタビュー終了後30分を目途にメディア控室は使用不可となります。

リモート取材について
1.

記録会の模様はYoutubeにて配信いたします。URLは後日ご連絡いたします。

2.

選手インタビューはZOOMにて行う予定です。リモート参加の場合、カメラ機能オフ、マイクミュ

ートでお願いします。
3.

時間内で質問をお受けする予定です。
質問はZOOM内のチャットでお願いいたします。

4.

④

Youtubeでのレースの模様、ZOOMでの画像はご自由にお使いください。

その他

1.

プールサイドは内履き靴に履き替えていただくため、上履き靴をご用意ください。

2.

駐車場はメディア専用に用意しておりません。選手及び選手介助者を優先いたしますので、
停められない場合がありますことご了解ください。

3.

各申請書記載の個人情報は、本取材申請に関してのみ使用させていただきます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
一般社団法人日本パラ水泳連盟 広報担当：中西賀嗣
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 4 階
（公財）日本財団パラスポーツサポートセンター内
TEL : 090-3069-5623 ｅ-mail：jpsf-pr-nakanishi@paraswim.jp

新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い

本記録会の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症に関する日本パラ水泳連盟の「新型コロナウイル
ス感染症対策としての水泳活動再開に向けてのガイドライン」（ならびに「JPSF宿泊を伴う合宿等の事業にお
ける感染防止策」（https://tinyurl.com/y2n558q3）及びスポーツ庁はじめ関連団体の予防ガイドライン
に基づき、報道関係の皆さまにも安全に取材していただくため、下記の要領にて取材等をお願いいたします。
報道関係の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、何卒ご
協力の程よろしくお願いいたします。
取材の申請にあたっては、必ず本取材要項をご高覧の上、お申し込み下さい。なお申し込みされた場合に
は、本取材要項の全ての内容にご同意いただけたこととさせていただきますので、予めご了承下さい。
感染予防の観点から施設側や主催者の指示に従わない場合は退館していただきます。
＜新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い＞
①

取材時は必ず不織布マスク着用・手洗いや咳エチケットなどへの心がけをお願いいたします。また、 他
者と一定の距離を保つ様お願いいたします。
開催（ご取材日）10日前から体調管理・検温を徹底していただき健康チェックシートを大会当日に提出い
ただきます。
また、必ず大会終了後は2週間の体調管理・検温をお願いいたします。大会終了後に提出いただく場合が
ございます。）
※開催（ご取材日）１０日前～当日に症状がある場合や平熱以上の発熱の方の、会場への入場は認められません。
※提出いただいた体調管理チェックシートは記録会終了後1ヶ月保管後廃棄いたしますので、返却いたしませんの
で、予めご了承ください。

②

万が一、大会終了後2週間以内に発症が確認された場合は、必ず主催者に報告をお願いいたし ます。
その際、個人情報を必要な公的機関へ提供させていただく場合がございます。また、感染者が発生した
ことを公表させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

【その他 】
⚫

体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

⚫

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14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、地域等への渡航又は当
該在住者との濃厚接触がある場合。

上記に該当される方は見合わせをお願いいたします。

日本パラ水泳連盟所属 欠場日本代表選手からのコメント

●小池さくら
「2019 年から課題だった腰痛に伴い、東京パラリンピックを迎えるまで心身共に思ったより負担がかか
ってしまいました。パラリンピック終了を機に、一度無期限の休養を取り、心身の療養に努めたいと思いま
す。」

●成田真由美
「パラへの挑戦を卒業しましたため、この度の春季記録会へのエントリーはしておりませんが、水泳を愛す
る気持ちは変わりません。これからも泳ぎ続けたいと思っております。ご支援、ご声援頂いた皆様、本当に
ありがとうございました。」

●山田美幸
「私、山田美幸は現在、高校入試に向けて学業に励んでおります。3 月の春季記録会は高校入試の時期とな
りますので、学業に集中するため大会へのエントリーは見送り、無事に高校に入学した後に今後のパラ水
泳の活動について考えていきます。東京パラに向けて多大なるご声援、ご支援頂いた皆様に良い報告がで
きるよう頑張って参りますので、引き続きご声援頂けますようお願い致します。」

取材申込書
202２パラ水泳春季記録会
兼 マデイラ 2022 WPS 世界選手権日本代表選手選考戦
（WPS 公認記録会）
取材申請 3 月 3 日（木） 17:00 までにお願いします。
以下の URL か、QR コードにアクセスいただき、入力フォームに記入し、申請をお願いいたします。
入力フォーム内で現地取材、リモート参加を選択できます。
よろしくお願いいたします。

https://onl.la/5VvY6cE

取材に関するお願い
・社会的モラルに反する行為、本会および本会関係者・競技者を侮辱する行為・言動をしたと連盟が
判断した場合は、取材資格を取り消させていただき、本会で取材した作品の公表を禁止させていただ
きます。

