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日本マスターズ水泳短水路大会 大分会場 開催のご案内 
 

 
拝啓  春暖の候、貴チームにおかれましては、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。 
 大会の詳細が決まりましたのでご案内致します。  
今回は、３０７名の参加となります。マスターズスイマーとして一人一人がエチケット・マナーを守る 
よう心掛け、参加者全員が快適に水泳を楽しんでいただけるよう、各参加チームにご配慮頂くとともに、
本大会が円滑に進行致しますよう皆様のご協力をお願い致します。 
 

敬具 

 

【日  程】  平成２８年 ４月３日 (日) 
【会場案内】 佐伯市総合運動公園内温水プール（佐伯市民総合プール） 
        室 内：メインプール ２５ｍ×７レーン  アッププール １６ｍ×４ｍ 

【交 通】 「佐伯駅」下車  佐伯駅より車・タクシーで約１５分 

【開 場】   ８：００ 

【ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ】 メインプール ８：０５～９：３０／アッププール ８：０５～競技終了まで 

 公式スタート練習  ８：５０～９：２０ 

 スタート側より第１～５レーンで行います。（随時増やしていきます） 

【ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ会議】 ８：５０ チーム代表者の方の出席をお願いします。（場所：玄関入口付近） 

【開 会 式】   ９：４０ 

【競技開始】   １０：００ 

【閉 会 式】  競技終了後 
 

【進行予定】       
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混合 4×25ｍメドレーリレー 

女子４００ｍ自由形 

男子４００ｍ自由形 

女子１００ｍ個人メドレー 

 男子１００ｍ個人メドレー 

 女子 ５０ｍ自由形 

男子 ５０ｍ自由形 

女子 ５０ｍ背泳ぎ 

男子 ５０ｍ背泳ぎ 

女子 ５０ｍ平泳ぎ 

男子 ５０ｍ平泳ぎ 

女子 ５０ｍバタフライ 

男子 ５０ｍバタフライ 

混合 4×25ｍフリーリレー 

女子 4×25ｍフリーリレー 

男子 4×25ｍフリーリレー 

お昼休憩（５５分） 

 

１０：００ 
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女子１００ｍ自由形 

 男子１００ｍ自由形 

 女子１００ｍ背泳ぎ 

 男子１００ｍ背泳ぎ 

女子１００ｍ平泳ぎ 

 男子１００ｍ平泳ぎ 

 女子１００ｍバタフライ 

男子１００ｍバタフライ 

女子 4×25ｍメドレーリレー 

男子 4×25ｍメドレーリレー 

 女子 ２５ｍ自由形 

 男子 ２５ｍ自由形 

 女子 ２５ｍ背泳ぎ 

 男子 ２５ｍ背泳ぎ 

 女子 ２５ｍ平泳ぎ 

 男子 ２５ｍ平泳ぎ 

 女子 ２５ｍバタフライ 

 男子 ２５ｍバタフライ 

 女子 4×50ｍフリーリレー 

 男子 4×50ｍフリーリレー 

 

  競技終了予定時間 
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※ 進行予定は、あくまで予定時刻であり、実際の進行状況に応じて変わります。 

必ず競技状況をご確認の上、招集に遅れないようにしてください。 

  注）屋外選手控所では競技進行状況がわかりにくいのでご注意ください。 

 

【競技上の注意】  
① 競技は、一般社団法人日本マスターズ水泳協会競泳競技規則にのっとり実施いたします。 

② 年令は、暦年令（１２月３１日現在の年令）とします。 

③ 競技は、全て男女別・年令区分別のタイムレース決勝とします。 

 ④ ２５ｍ・５０ｍ・１００ｍ・４００ｍの各種目は、エントリーに従い男女別・年令区分別に組分け 

を行い高年令ら低年令へ遅い組から速い組への順で行います。但し、競技進行上の理由により一部 

複数の年令区分で組み分けを行う組もあります。 

また、棄権者が多い場合、招集席にて、前後の組を合わせて、1つの組で行う場合もあります。 

 ⑤ リレーオーダーの変更は、所定の用紙に必要事項を全て記入の上、下記締め切り時間までに、インフ 

ォメーションデスクへご提出ください。変更のない場合は、提出の必要はありません。 

  変更は１度のみとし、年齢区分の変更はできません。 

リレーオーダー変更締切時間（競技開始予定２時間前） 

●(No. 1)     混合4×25ｍメドレーリレー         ８：３０  

●(No.14.15.16)  混合・女子・男子4×25ｍフリーリレー   １０：３０ 

●(No.25.26)   女子・男子4×25ｍメドレーリレー     １２：３０   

●(No.35.36)   女子・男子4×50ｍフリーリレー      １３：３０  
 

⑥ リレーの第 2泳者以降の泳者が水中からのスタートを希望される方は、必ず招集員へ申告してくださ

い。申告がなく水中からスタートした場合は、失格になりますのでご注意ください。 

⑦ 招  集 
  招集は、自分の出場する６レース前、２５ｍ種目は、１０レース前までにＩＤカードを持参のうえ、 

招集席に自己申告し、チェックを受けて下さい。プール以外では、競技進行がわかりませんので、 

競技状況を確認の上、招集に遅れないようご注意下さい。遅れると棄権扱いとなります。 

  招集席はプール出入口付近にて招集します。（会場図参照） 

 ⑧ 世界記録の申請 
   世界記録の達成が予想される選手及びチームは、出場するレースの１時間前までに規定用紙に必要事 

項を記入の上、インフォメーションデスクに申告して下さい。国際水泳連盟（ＦＩＮＡ）が認定して 

いる世界記録を突破した場合、その記録をＦＩＮＡへ世界記録としての公認を申請致します。 

  ＦＩＮＡへの公認申請には、計時員３名の手動計時記録が必要なため、この申請用紙をもとに計時員 

３名を配置します。世界記録の申請がない場合、世界記録として認定されない場合があります。世界

記録を達成された場合、泳者の生年月日を証明するため「パスポートのコピー」または「住民票のコピー」

（３ヶ月以内に取得したもの）が必要となるので準備してください。運転免許証、健康保険証は認めません。 

世界記録と日本記録の記録の承認には、ＦＩＮＡ承認水着の着用が必要です。記録達成者の水着確認 

を行います。世界記録を達成した選手は競技終了後、写真撮影を行いますので本部席へお越し下さい。 

※２０１６年４月より、リレー種目（４×２５ｍは除く）の第１泳者の新記録の申請が可能になりま

した。挑戦される選手は必ず申告を行ってください。 

水着の規定が、平成２３年４月１日より変更になっています。 

・ＦＩＮＡへの世界記録申請、日本記録の公認については、有効なＦＩＮＡ承認マークがついた水 

着を着用して泳いだ記録のみを対象とする。（水着の確認を行います） 

・素材については、繊維を中心とした水着とする。ラバーおよび大きなパネルが張ってある水着は 

禁止とする。 

・形状については、水着が身体を覆う範囲を次の通りとする。 

  男性はへそを超えず、膝までとする。 

  女性は肩から膝までとする。ただし、首・肩を覆うことはできない。 

 



・ＦＩＮＡの承認を受けていない水着でも使用可能とする。 

  （ただし、素材・形状については、上記２項、３項を守ること） 

・水着は、１着しか着用することはできないが、水泳用インナーショーツ（サポーター）などの 

モディスティースーツ（不適切な露出を避けることを目的とした水着）、女性用インナーパット 

（カップ）などの使用は認める。 

・大きなパネルの目安は、アシックス社製の骨盤ベルトタイプの「トップインパクトライン」の 

 着用を限度とし、それより大きなパネルが貼ってある水着は着用できない。 

 ⑨ 異議申し立て 
競技開始前に判明した異議は、そのレースの出発の合図の前までに、審判長に文章にして提出してく

ださい。競技の失格内容や状況等に異議がある時は、そのレース終了後３０分以内に抗議書に内容を

記載し、抗議料５０００円を添えてインフォメーションデスクに提出して下さい。抗議書の内容を大

会総務で検討し裁定いたします。なお、抗議の申請は、チームの責任者に限られます。（一般選手から

の抗議の申請は出来ません。） 抗議内容が承認された場合は抗議料を返金いたしますが、抗議内容が 

却下された場合は抗議料を返金いたしません。 

その他、違反内容の問い合わせについては、規定用紙に記入の上、インフォメーションデスクにお申 

し出ください。 

⑩ 表    彰 

・ 参加者全員に参加章および公認記録証を授与します。 

・ 各種目の年令区分の上位３位までの選手にメダルを授与します。 

・ 世界記録・日本記録を突破した選手には、世界記録突破証・日本新記録樹立証を授与致します。 

・ 個人のメダル受け取りは、ＩＤカードを持参し必ず本人が行ってください。 

・ 会場でメダルの受け取りができない方は、本人負担（着払い）で後日お送り致しますので、メダル引

き渡し所で手続きしてください。 

・ メダルの引渡しは当日のみとなりますのでご注意ください。 

⑪ プールの上がり方 
個人種目の場合、ゴールタッチした選手はレーンロープにつかまり、次の組がスタートした後にプー 

ルから上がってください。２５ｍ種目は、次の泳者がゴールタッチするまでに、速やかに上がって下さ 

い。リレー種目は、競技役員の指示に従って、他の選手の妨げにならないようにまた、タッチ板に触れ 

ないように注意してプールから上がって下さい。 

⑫ 健 康 管 理 

・ 大会中の健康管理は、本人の責任とし、自分の体調には十分留意してください。 

・ 会場内で体調不良になられた場合は、医務室にて応急処置を致します。 

・ 体調が悪い方は、勇気をもって棄権しましょう。絶対無理をしないようにしてください。 

・ 各チーム責任者は、所属する参加者について次のことを確かめてください。 

a. 医師の健康診断又は自己申告に基づいて健康に異常がないこと。 

b. 競技会当日より前１ヶ月間、週１回以上の水泳練習を行っていること。 

c. 会場における事故等については、すべて参加者側において処置してください。(応急処置は行います) 

d. 大会当日、医師・看護師により出場停止の勧告がされた場合は、その指示に従うこと。 

 ⑬ 貴重品の管理について 

・ 手荷物、貴重品は個人または各チームで厳重に管理し、盗難には十分注意してください。 

 

 

 

 



 ⑭ チームリーダーミーティング 

  ８：５０～ エントランスホールにて行います。 

  競技上の注意事項など変更がある場合は、この折に連絡いたします。必ずチームの代表者１名が出席 

してください。 

⑮ 選 手 控 席 

  選手控席は、観覧席および屋外プールエリアをご利用ください。 

一人でも多くの方がご利用いただけるように、チーム・個人で譲り合ってご利用ください。 

その他の場所でのタオルやシートでの場所取りは禁止します。 

⑯ カメラ・ビデオ・携帯電話撮影許可について 
 撮影許可証なしでカメラ・ビデオ・携帯電話での撮影をすることはできません。 

   選手・応援者の方で、カメラ・ビデオ・携帯電話の撮影を希望される方は、受付にて撮影の許可証を 

受け取り、許可証を見える位置に付けてください。許可証を付けずにカメラ・ビデオ・携帯電話で撮 

影をしている不審者を見かけた場合は、大会本部へご連絡ください。 

尚、アリーナ内での写真撮影はできませんのでご承知おきください。 

私的に撮影した動画や画像を YouTube等の WEBサイトやその他の公な場所に公開するためには、必ず

各権利者の許諾を公開者が受けてください。撮影許可証は、会場内での撮影を許可するものであり、

これらの権利を許諾するものではありません。 

⑰ 申告が必要な方 
大会参加にあたって、以下の項目に該当する方は「出場申告用紙」にて事前にインフォメーションデ

スクへ申告が必要です。 

①世界記録に挑戦する方 

世界記録に挑戦する方は、【⑧世界記録の申請】をご確認ください。「出場申告用紙」は不要です。 

②テープ等をされる方 

本来テープ等は認められませんが、やむを得ず使用の承認を受ける必要のある方は使用状況を確認

します。実際に泳ぐ際のテーピングを施した状態で確認を受けてください。 

指や関節を固定するテーピング、筋肉を補強するキネシオテープ等は申告を行っても許可できない

場合がありますのでご注意ください。 

③障がいをお持ちで競技規則違反になる可能性がある方 

エントリー時に申告している方は、再度申告の必要はありません。 

④出場に介助が必要な方 

チームから介助者を帯同してください。その際、介助者は招集席からスタート席まで付くことはで

きますが、スタートの介助はできません（一緒に水中に入ることは不可）。ゴール後は役員の指示を

優先し介助してください。 

⑤リレーの第２泳者以降が水中からスタートするチーム 

招集所にて役員に申告してください。なお、世界記録に挑戦するチームの第２泳者以降が水中から

スタートした場合、世界記録を突破しても世界記録の公認はされません。 
  

【施設上の注意】 

① 入場時の入口は、会場図でご確認ください。 

② 更衣室のロッカーはご自由にお使いください。 

③ アリーナ内での飲食は禁止です。飲食は観覧席・屋外控所にてお願いします。 

④ 館内は禁煙です。屋外にあります喫煙所をご利用ください。 

⑤ 貴重品は各自又はチームで保管してください。盗難等がございましても一切責任は負えません。 

⑥ ゴミは各チームで必ず持ち帰ってください。ゴミ袋はご持参ください。 

⑦ アリーナ内は土足禁止です。素足又は上履きをご利用ください。 

⑧ プールサイド・更衣室以外での水着姿での利用は禁止となります。 

⑨ 通路・ロビー・観覧席でのシート敷き、場所取りはできません。 



注）場所取りとは、荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること。 
 

【その他】 

① お申込みいただいた、大分会場のランキングは後日チームへお送り致します。 

② 「リレーオーダー変更用紙」「プログラムの訂正用紙」「棄権の申し出用紙」は、コピーしてご利用ください。 

③ 棄権者はチームでまとめて「棄権申し出用紙」に記入の上、インフォメーションデスクに提出してください。 

④ 「プログラム」 １，０００円 「２０１５年度５０傑ランキング」３，０００円で販売致します。 

⑤ 宿泊・お弁当の注文については、別紙ご案内を確認の上、各チームにて直接お申込ください。 

⑥ チーム受付は、各チームの代表者が大会受付にて行ってください。 

受付時に、参加賞・プログラム（お申込者のみ）公認記録証をまとめてお渡しいたします。 

⑦ 前日(4/2)の練習については、各自入場券(350円)をお買い求めの上ご利用ください。 

※開放時間 １１：３０～１８：００ 

⑧ 大会当日、社会情勢ならびに天変地異のため大会が中止となった場合、「参加章」「プログラム（申込み

分）」はチームへお渡しますが、エントリー料は返金できません。 

 

 

■個人情報および肖像の取り扱いについて  
（一社）日本マスターズ水泳協会（以下「本協会」）の主催する公式競技会および本協会が公認する競技

会の参加にあたり、本協会競技者登録・競技会参加等を通じて取得する個人情報および肖像の取り扱い

については以下のとおりです。 

１）個人情報 

・プログラムやランキング作成を含む競技会運営に使用します。 

・競技結果として本協会のホームページ、マスターズニュース等の媒体に掲載します。 

２）肖  像 

・本協会ホームページ、マスターズニュース、スイミングマガジン等の媒体に掲載することがあり

ます。 

・本大会の結果報告ならびに今後のマスターズ水泳の普及活動のために使用することがあります。 

・大会主催者が定めた撮影者によって撮影されたすべての映像は本協会に帰属します。 

 

 

■大会当日緊急時の連絡先について 

申込時およびＩＤカードに記入の大会当日緊急連絡先については、事故・怪我の発生など万が一の際に使

用します。これらの目的以外で使用することはありません。チーム責任者の方も下記のとおり準備をお願

いします。 

※緊急時の連絡先とは、選手のご家族等に急を要する連絡の取れる電話番号のことです。 

（１）責任者が会場へ同行される場合 

出場者全員の緊急時の連絡先を把握し持参してください。 

（２）責任者が会場へ同行しない場合 

大会当日、緊急時の連絡先の問合せをした際に伝えられるよう準備をしてください。 
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【ＩＤカードについて】 

    「大会当日 忘れることのないよう お持ちください。」 

 

※２次要項同封のＩＤカードの誓約書欄に必ず署名をしてください。署名がない場合は招集が
受けられません。また、裏面の大会当日緊急時の連絡先の記入も忘れずにお願いします。 

 
※大会当日ＩＤカードを紛失および忘れた場合は、会場の受付にて再発行を行ってください。 
なお、再発行料として５００円が必要です。 

 
※招集では、招集員に組・レーン・名前を自己申告し招集受付をしてください。 
この際に選手確認のため、ＩＤカード（誓約書欄に必ず署名がない場合は無効）を提示して
ください。 
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【お弁当注文について】 

 
  ご注文の際には、「４月３日マスターズ水泳大会のお弁当注文」と伝えてください。 
 
  チーム名 ・ 代表者氏名 ・ 携帯番号 ・ お弁当の個数 をお知らせください。 

 

販 売 店 ： 次郎長  

電話番号 ： 0972-24-0265 

幕の内弁当  ６００円（税込） 

             ７００円（税込） 

       お 茶   １００円（税込） 


