
 
 

2021年5月 7日 

報道関係各位 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

 

World Para Swimming公認  

2021ジャパンパラ水泳競技大会開催のご案内 
 

 

日時：２０２１年 ５月２１日(金)10:00～20:00（報道受付9:00） 

５月２２日(土)10:00～20:00（報道受付9:00） 

５月２３日(日)9:00～17:30（報道受付8:00） 

場所：横浜国際プール（横浜市都筑区北山田7-3-1） 

 

 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会は、「World Para Swimming公認 2021ジャパンパラ水泳

競技大会」(31回大会)を2021年5月21日(金)から23日(日)までの3日間、横浜国際プールにて開

催いたします。 

ご多用中と存じますが、ぜひともご取材のご検討のほど、よろしくお願いいたします。 

 

＜取材に関するお願い＞ 

●現地取材は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、以下の通り制限させていただきます。調整

は各社でお願いいたします。 

・テレビ：ENG一局(系列)2台6名まで 

＊テレビ局は、上記ENG制限に加え、デジタルカメラを1台(1名)まで加えることを可能とする 

・新聞：記者一社2名に加え、カメラマン一社1名まで 

・雑誌：記者1名に加え、カメラマン1名まで 

・デジタルメディアおよびフリー団体：1名まで 

●MIX 取材は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点および選手負担を考慮し、上記人数からさらに制

限させていただきます。 

・テレビ：ENG一局(系列)1台3名まで 

・新聞：記者一社1名まで 

・雑誌：記者1名まで 

・デジタルメディアおよびフリー団体：1名まで 

※MIX 取材を希望される方は自社腕章をお付けください。自社腕章をお持ちでない方には、識別のために

主催者で用意した名札をつけていただきます。 

 

●全試合YouTube中継あり。一部関係者を除き、無観客試合で実施。 

●MIX取材のリモート視聴あり。会場内にいる MIXに入れない記者、会場外の記者向けです。但し、質問

は、MIXゾーンにいる取材者のみとさせていただきます。 

※視聴希望者には、視聴URLを送りますので、リモート視聴参加申請をお願いいたします。 

●選手への取材は MIX取材のみの対応となり、個別取材はお受けいたしません。MIX 取材希望選手を申請

書にご記入ください。 

※なお、今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する行政の発令によっては変更の可能性がありますこ

とご了解ください。 

 

＜新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い＞ 

●開催（ご取材日）2週間前から体調管理・検温を徹底していただき、「取材チェックシート（書式1）」およ

び「体調チェックシート（書式2）」を大会当日に提出いただきます。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。 

●開催（ご取材日）14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。 

●受付に非接触型体温計を用意していますので、検温にご協力をお願いします。ご協力いただけない方、発

熱がある方につきましてはご入場いただけません。 

 



 
●会場内においては、感染の予防、拡大防止という観点から、マスクの着用、手洗い、アルコール消毒、

咳エチケットなどのご協力をよろしくお願いいたします。マスク未着用の場合、ご入場いただけません。

また、 他者と一定の距離を保つ様お願いいたします。 

●取材受付の際は間隔を空けてお並びいただきますようお願いいたします。  

●発熱、咳、くしゃみ等の症状がある方、および以下に該当される方は、来場をお控えください。 

・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。 

 

＜取材申請方法＞ 

●取材の申請にあたっては、必ず上記内容をご確認の上、お申し込み下さい。なお申し込みされた場合に

は、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。 

●取材者全員の御名前（どなたがカメラ担当か、ご所属が違う場合はご所属名も）を申請ください。 

※制限内であれば、フィールドエリア取材とMIXゾーン取材の人の入れ替えは構いません。 

※制限内であれば、当日の取材者の変更も構いません。現在の状況としてお伝えください。(「取材チェッ

クシート（書式1）」および「体調チェックシート（書式2）」の提出は必須です) 

 

●取材を希望される報道関係者の方は、以下の入力フォームか、QRコードにアクセスいただき、必要事項

をご記入の上、5月18日（火）までにお申込みお願いいたします。 

 

https://forms.gle/dGgUez8qnVSRSUL3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力いただいたアドレス宛に、MIX 質疑応答の視聴 URL をお送りいたします。開催前日までに視聴 URL

が届かない場合は事務局メールまでご連絡ください。 

 

※ご案内した内容が、今後の情勢変化によって変更の可能性があるので、ご承知おき下さい。 

※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。報道以外

の目的での取材ご希望の方は、別途、企画書の御送付をお願いいたします。内容を検討させて頂き、事

務局より取材の可否についてご連絡させて頂きます。 

※本大会の取材にあたり、社会的モラルに反する行為、大会および大会関係者・競技者を侮辱する 

行為・言動をしたと主催者が判断した場合は、取材資格を取り消させていただき、本大会で取材した作

品の公表を禁止させていただきます。予めご了承ください。 

＜本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先＞ 

World Para Swimming公認 2021ジャパンパラ水泳競技大会広報事務局（電通PR内） 

担当：神崎・松田・羽地 

Email: japanpara@group.dentsu-pr.co.jp 

神崎： 080-1384-9609 ／松田： 080-2560-8041／羽地： 080-3600-3732 

mailto:para@group.dentsu-pr.co.jp


 

＜開催概要＞ 

■日時：２０２１年 ５月２１日(金)10:00～20:00（報道受付9:00） 

５月２２日(土)10:00～20:00（報道受付9:00） 

５月２３日(日)9:00～17:30（報道受付8:00） 

※ご取材の際は、必ず報道受付をお通りいただき、受付をお済ませください。 
■場所：横浜国際プール（横浜市都筑区北山田7-3-1） 
■アクセス：横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅から徒歩５分 

■駐車場：横浜国際プール駐車場が、一般利用と同様にご利用可能（料金は自己負担となります）

http://www.waterarena.jp/access 

 

■主催：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

■共催：一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟 

一般社団法人日本ろう者水泳協会  

■ジャパンパラ競技大会オフィシャルサイト（競技日程・参加選手情報・リザルトなど随時追加予定） 

 https://www.jsad.or.jp/japanpara/swimming/ 

■全試合ライブ配信 https://www.youtube.com/user/jsadchannel 

 

■本大会に関する問い合わせ先：日本障がい者スポーツ協会企画情報部 黒田・赤星 03-5939-7021  
 

■実施種目 

2021年5月21日（金）大会1日目 

セッション1（10:00～）【予選】  セッション2（14:00～）【予選】  セッション3（18:00～）【決勝】 

1 男子 400m 自由形 5 男子 200m 自由形 11 男子 100m 平泳ぎ 

2 女子 400m 自由形 6 女子 200m 自由形 12 女子 100m 平泳ぎ 

3 男子 100m 平泳ぎ 7 男子 50m 平泳ぎ 13 男子 400m 自由形 

4 女子 100m 平泳ぎ 8 女子 50m 平泳ぎ 14 女子 400m 自由形 

      9 男子 50m 背泳ぎ 15 男子 50m 背泳ぎ 

      10 女子 50m 背泳ぎ 16 女子 50m 背泳ぎ 

            17 男子 50m 平泳ぎ 

            18 女子 50m 平泳ぎ 

            19 男子 200m 自由形 

                20 女子 200m 自由形 

2021年5月22日（土）大会2日目 

セッション4（10:00～）【予選】  セッション5（14:00～）【予選】  セッション6（18:00～）【決勝】 

21 女子 100m 自由形 25 男子 100m 自由形 29 男子 200m 個人メドレー 

22 男子 200m 個人メドレー 26 女子 200m 個人メドレー 30 女子 200m 個人メドレー 

23 男子 150m 個人メドレー 27 女子 150m 個人メドレー 31 男子 150m 個人メドレー 

24 男子 50m バタフライ 28 女子 50m バタフライ 32 女子 150m 個人メドレー 

          33 男子 50m バタフライ 

          34 女子 50m バタフライ 

          35 男子 100m 自由形 

             36 女子 100m 自由形 

2021年5月23日（日）大会3日目 

セッション7（9:00～）【予選】  セッション8（12:30～）【予選】  セッション9（15:45～）【決勝】 

37 男子 100m バタフライ 40 女子 100m 背泳ぎ 43 男子 100m バタフライ 

38 女子 100m バタフライ 41 男子 50m 自由形 44 女子 100m バタフライ 

39 男子 100m 背泳ぎ 42 女子 50m 自由形 45 男子 50m 自由形 

                46 女子 50m 自由形 

           47 男子 100m 背泳ぎ 

                48 女子 100m 背泳ぎ 

https://www.youtube.com/user/jsadchannel


 

※入力フォームやQRコードでの申し込みができない方は、以下取材申込書をご活用ください。 

取材申込書 

World Para Swimming公認 

 2021ジャパンパラ水泳競技大会広報事務局 行 

E-mail： japanpara@group.dentsu-pr.co.jp 

5月18日（火）までに、メールにて 

以下必要事項を明記の上、お申し込みください。 
※参加申込書のアドレス宛に、MIX質疑応答の視聴URLをお送りいたします。 

取材代表者名         会社名   

媒体名  部署名   

電話番号   e-mail   

取材希望日 

（希望日に○） 
5月２１日（金）  ／  5月２２日（土）   ／5月２３日（日）  

撮影 
 

ムービー＿＿＿＿＿ 台  スチールカメラ＿＿＿＿＿台 

取材目的 報道      ／      その他企画 

備考 
※MIX取材希望選手、車いす利用の有無など 

 

 

 

 

取材者名（部署名） 

（代表者と会社名・部署名など 

ご所属が違う場合は必ず記載） 

いずれかに〇をお付けください。 

担当 取材形態 取材日 

 

1 
 記者 スチールカメラ ENG ディレクター  その他 

現地取材 

リモート取材 

＜MIX質疑応答の視聴のみ＞ 

5/21 

5/22 

5/23 

 

2 
 記者 スチールカメラ ENG ディレクター その他 

現地取材 

リモート取材 

＜MIX質疑応答の視聴のみ＞ 

5/21 

5/22 

5/23 

 

3 
 記者 スチールカメラ ENG ディレクター その他 

現地取材 

リモート取材 

＜MIX質疑応答の視聴のみ＞ 

5/21 

5/22 

5/23 

 

4 
 記者 スチールカメラ ENG ディレクター その他 

現地取材 

リモート取材 

＜MIX質疑応答の視聴のみ＞ 

5/21 

5/22 

5/23 

 

5 
 記者 スチールカメラ ENG ディレクター その他 

現地取材 

リモート取材 

＜MIX質疑応答の視聴のみ＞ 

5/21 

5/22 

5/23 

 

6 
 記者 スチールカメラ ENG ディレクター その他 

現地取材 

リモート取材 

＜MIX質疑応答の視聴のみ＞ 

5/21 

5/22 

5/23 

 

※代表者含む全取材者のお名前、部署名、担当、取材日、取材形態をご記入ください。 

※取材者名が決まっていない場合は「未定」とお書きください。 

 

 

mailto:parasports@group.dentsu-pr.co.jp

