
第 38回中国マスターズ水泳競技大会

主  催  日本スイミングクラブ協会中国支部

主  管  日本スイミングクラブ協会中国支部事業企画委員会

公  認  一般社団法人 日本マスターズ水泳協会

公認番号  16-007

後  援  公益財団法人岡山県体育協会・山陽新聞社  (申 請中)

期  日 平成 28年 2月 14日 (日 )

会  場  岡山県倉敷総合屋内水泳センター  公認プール (屋内 25m× 7レーン)

倉敷市新田2458
TEL  (086)424--9192

参加資格

(1)(一社)日 本マスターズ水泳協会へ、大会申込 日までに 2016年 度のチーム及

び個人登録を完了した者

(2)暦年齢 (2016年 12月 31日 現在の年齢)18歳 以上の健康な男女で定期的に

競泳の練習をしている者。

(3)高校生には参加資格はありません。

年齢区分

(1)個人種目は競技者の暦年齢 (2016年 12月 31日 現在の年齢)に より次の年齢

区分によつて行われる。以降同様に 5歳ごととする

(2)リ レー種日は競技者 4名 の暦年齢 (2016年 12月 31日 現在の年齢)の合計に

より次の年齢区分によつて行われる。以降同様に40歳ごととする。
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出場制限

(1)1人 2種 目以内とする (リ レー種目を除く)

(2)リ レー競技出場者は、必ず同一チームから個人種目に申し込みをしていること。

(3)リ レー競技出場者は、同一のリレー競技において、複数の年齢区分から出場する
ことはできない。
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25 50 100 200

自由形 ○ ○ ○ ○

背泳ぎ ○ ○ ○

平泳ぎ ○ ○ ○

バタフライ ○ ○ ○

個人メ ドレー ○

フリーリレー ○

メ ドレー リレー ○

混合フリー リレー ○

混合メ ドレー リレー ○

(2)競技方法

競技方法

(1)競技種目

1.一般社団法人 日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に貝1つ て行 う。

2.男女別 (混合をのぞく)、 種目別、年齢別、タイムレース決勝とする。

3.年齢の高い者から低い者へ、申込記録の遅い者から速い者へと競技を行 う。

競技順序

20 女子 100Mバタフライ

21 男子 100Mバ タフライ

22 女子 100M背泳ぎ

23 男子 100M背泳ぎ

24 混合 4× 25Mフ リー リレー

25 女子  50M自 由形

26 男子  50M自 由形

27 女子  50M平 泳ぎ

28 男子  50M平 泳ぎ

29 女子  50Mバ タフライ

30 男子  50Mバ タフライ

31 女子  50M背 泳ぎ

32 男子  50M背 泳ぎ

33 女子 4× 25Mフ リー リレー

34 男子  4× 25Mフ リー リレー

13と 14の間に 300mリ レー

1 女子 4× 25Mメ ドレー リレー

2 男子 4× 25Mメ ドレー リレー

3 女子  25M自 由形

4 男子  25M自 由形

5 女子  25M平 泳ぎ

6 男子  25M平 泳ぎ

7 女子  25Mバ タフライ

8 男子  25Mバ タフライ

9 女子  25M背 泳ぎ

10 男子  25M背泳ぎ

11 混合 4× 25Mメ ドレーリレー

12 女子 200M自 由形

13男子 200M自 由形

14 女子 100M個人メ ドレー

15 男子 100M個人メ ドレー

16 女子 100M自 由形

17 男子 100M自 由形

18 女子 100M平泳ぎ

19 男子 100M平泳ぎ

申込方法

(1)大会指定の大会申込書 :添付振込み領収書コピー (書式 1)・ 個人種日申込書・誓約

書 (書式 2)。 リレーオーダー用紙に必要事項を記載の上、チームごとに下記まで送

付 してください。なお、申込受付後の種目の変更は認めません。

※リレーオーダー変更について

リレーオーダーの変更は 1回のみとします。後 日、訂正用オーダー用紙を参加団体

に送付いたします。その用紙を使用して当日大会本部に提出してください。

尚、エントリーした年齢区分の変更はできませんのでご注意ください。



(2)参 力日費  一人 (個人種目2種 目以内プログラム含)3,000円

リレー種目        1種 目 2,000円

プログラム       当日販売 1部   1,200円

総合ランキング     1部   2,000円
お弁当 (お茶付き)   1食   1,000円

(3)申 込締切日 平成 28年 1月 8日 (金)必着

(4)申 込金送付方法  下記に振 り込んでください

トマ ト銀行 奉還町支店 (普)1220612
日本スイミングクラブ協会 中国支部 会長 江尻 博子

(振込み手数料は各クラブ負担でお願いいたします )

(5)申込送付先 〒700‐0028 岡山市北区絵図町 1-50
0SKス ポーツクラブ岡山内

第 38回中国マスターズ水泳競技大会実行委員会

表  彰

(1)参加者全員に (一社)日本マスターズ水泳協会公認記録証を授与する。

(2)FINA承 認水着を着用し、2016年マスターズ水泳 日本記録を突破 (タ イ)した個

人およびリレーチームには、日本新記録樹立証を授与する。

(3)FINA承 認水着を着用し、国際水泳連盟 (FINA)認定マスターズ水泳世界記録を

突破 した個人およびリレーチームに世界記録突破証を授与し、その記録を FINAに

申請する。

(4)男 女別、種 目別、年齢区分別の 1～ 3位までメダルを授与する。

問合せ先 OSKス ポーツクラブ岡山内

中国マスターズ実行委員会 (担 当 坂本 )

TEL 086-252-3112
FAX 086-255-6257

そ の 他

(1)所属チームは参加申込の受付にあたつて、本人に次の事項を確認するものとする。

・医師の健康診断または本人の自己申告に基づき、健康上異常がないこと。

・競技会当日より前 lヵ 月の間、週 1回以上の水泳練習を行っていること。

・競技会出場にあたって自己の体調に留意すること。

(2)損害保険は、参加料の中から加入させていただきます。

(3)個人情報の取 り扱いについて

大会に参加いただく際に円滑な事務作業を推進するためにチーム情報ならびに個人

情報をご提供いただいてお ります。お預か りした情報は適切かつ慎重に管理 し、紛

失・漏洩がないよう努め、今大会の運営 と大会記録管理に関する業務に利用 します。

また大会プログラム作成・ランキング作成および発送業務を下記会社に委託 してお り

ます。そのため、大会記録および登録データを通知しますが、それ以外の目的で利用

することはありません。また不要になったチームおよび個人情報書類は責任を持つて

破棄致します。なお、競技結果をインターネット上に公開します。

委託会社 :有限会社東洋電子システム

(4)大会当日、社会情勢や天変地異の不可抗力により中止となった場合は、「記録証」「プ

ログラム (申込分 )」 はチームヘお渡ししますが、エン トリー料は返金できません。


