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２０１８ 富山県マスターズ水泳短水路大会　開催要項

主　　催 （一社）富山県水泳連盟

主　　管 （一社）富山県水泳連盟マスターズ委員会　　　        

共　　催 富山市水泳協会

開門    7:30　ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ   7:30 ～ 8:30

開会式  8:40　競技開始　　　9:00         競技終了 16:00 (予定)  

会　　場 富山市民プール   

公認 25m ×8ﾚｰﾝのA面B面　( ｳｫｰﾑ ｱｯﾌﾟ用：25ｍ×7ﾚｰﾝのｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ　）

住所：富山市荒川4丁目1‐70      Tel  076-491-8899

後　　援 （公財）富山県体育協会　富山市　（公財）富山市体育協会

公　　認 （一社）日本マスターズ水泳協会　（公認ＮＯ　１８－１２５）

期　　日 ２０１８年６月３日（日）

自由形 25ｍ 50ｍ 100ｍ 200ｍ 400ｍ

交 　 通 ・北陸自動車道・富山ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞから 車で30分

・富山駅より地鉄電車で約5分　「東新庄」下車　徒歩約10分　

・JR 富山駅より バスで約12～15分 「 新荒川 」下車 徒歩約5分 

（ 　④番乗場「滑川駅前」、「済生会病院」、「水橋東部団地」他　　） 

競技種目 種　　目 距　　　　離

平泳ぎ 25ｍ 50ｍ 100ｍ

背泳ぎ 25ｍ 50ｍ 100ｍ

個人ﾒﾄﾞﾚｰ 100ｍ 200ｍ

バタフライ 25ｍ 50ｍ 100ｍ

メドレーリレー 4×25ｍ 4×50ｍ

フリーリレー 4×25ｍ 4×50ｍ

混合メドレーリレー 4×25ｍ 4×50ｍ

混合フリーリレー 4×25ｍ 4×50ｍ

4×25mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 昼　休　み

4×50mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 混合4×25mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

競技順序
※B面で行う種目にエントリーされる場合、エントリー数や競技の進行状況によってはA面で

行う種目への出場ができない場合もありますので、予めご了承のうえ、お申し込みください。

A面 B面 A面 B面

100mバタフライ 50m背泳ぎ

100m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 50m平泳ぎ

100m背泳ぎ 100ｍ自由形 混合4×50mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

100m平泳ぎ 50m自由形 400m自由形

25m平泳ぎ 4×50mﾌﾘｰﾘﾚｰ

25mバタフライ

25m自由形 200m自由形 50mバタフライ

25m背泳ぎ 4×25mﾌﾘｰﾘﾚｰ

〔　1)と2)，4)と5), 9)と10), 18)と19)　は　同時刻に開始します。　〕

混合4×25mﾌﾘｰﾘﾚｰ

混合4×50mﾌﾘｰﾘﾚｰ



１．大会申込日までに（一社)日本マスターズ水泳協会へ出場チームからの個人

 ２．暦年齢（2018年12月31日現在の年齢）18歳以上（高校生は除く）で定期的         

区分 18 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

18 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

年齢 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ~

24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

２．リレー種目　４人の暦年齢(大会開催年12月31日現在の年齢)の合計により次の年齢区分で行う。

区分

年齢

　

　

５．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

　  を突破した者には、後日世界記録突破証を授与し、その記録をＦＩＮＡに申請します。

提出書類に必要事項を記入の上、締切り日までに持参又は郵送してください。

参加資格
　　登録を完了している方。 　　　　　

　　に競泳の練習をしている方。

年齢区分 1. 個人種目　競技者の暦年齢 (大会開催年12月31日現在の年齢)により次の年齢区分で行う。

以降同様に5歳ごととする。

119 120 160 200 240 280 320 360

①リレー種目出場者は個人種目にエントリーした方に限ります。

②リレー種目と個人種目は必ず同一チームからの出場に限ります。

③リレー種目出場者は同一ﾘﾚｰ種目に2つ以上の年齢区分からは出場できません。

④リレーの同一種目内で同一チームから何チームでも出場できます。　

　但しＡ､Ｂ等チーム名を区別し、リレーメンバーの重複はできません。

競技方法 １．(一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則って行います。

320~359 360~399

　　以降同様に40歳ごととする。

申込規程 １．１人２種目以内

２．リレー種目　　

119以下 120~159 160~199 200~239 240~279 280~319

　　記録樹立証を授与します。

６．５年連続出場者には粗品をさしあげます。

７．１０年間連続して出場した選手は、10年連続出場の賞状と記念品を授与します。

　　該当者は大会参加申込み時に添付の申請用紙にて申請してください。      

申込方法

１．提出書類

２．タイムレース決勝とします。

表　　彰
１．参加者全員に (一社)日本マスターズ水泳協会の公認記録証を授与します。

２．個人種目、リレー種目とも上位３位まで 賞状を授与します。

３．大会新記録樹立者には 大会新記録証を授与します。 

４．ＦＩＮＡ承認水着を着用し、2018年マスターズ水泳日本記録を突破した者には、日本新

　①大会参加申込書（様式１）　　　　　　　　　　　　　　　　

　②個人種目申込書（様式２）　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　③リレー申込書　（様式３）　　　　　　　　　　　　　　　　

　④１０年連続表彰申告書　（該当者がいる場合）

２.　参加料

　  個人種目    １種目　1200円　リレー種目　１種目　2000円



　　プログラム  １部　1200円　　ランキング　１部  1500円  (後日郵送します.)

※参加料は下記口座にチーム名で振込んで,　振込受領書のコピーを大会参加

申込書に貼り付けてください。（現金での受付は行いません。）

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

　　４）大会期間中、大会医務委員より出場停止が勧告された場合はその指示に従うこと。

    尚、開催要項、実施要項はマスターズ実行委員会のホームページからも印刷できます。

６．社会情勢ならびに天候異等の不可抗力により中止になった場合は、一切の返金は行わ

  

   　　 　 ホームページ ：

　　　   メールアドレス ：　

３．その他

 北陸銀行　新庄支店　    　　  ゆうちょ銀行　　　　　

 口座名　：社）富山県水泳連盟マスターズ委員会　　　 口座名：社）富山県水泳連盟

 口座番号：普通６０２６３６０  記号－番号：１３２７０－１２９１５０１

２．エントリータイムは必ずご記入ください。

３．領収書は特にお申出のない限り発行いたしません。

　　金融機関の振込受領書をもって替えさせていただきます。

４．申込み受理後のエントリーの変更や取り消しはできません。

５．実施要項は参加申込のあったチームに５月中旬に郵送します。　

　　ない。なお、「参加賞」「プログラム（申し込み分）」は授与する。

申込締め切り　　２０１８年４月２０日（金）　【必着】

注意事項
　　１）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。

　　２）競技会当日より前１ヶ月の間、週１回以上の水泳練習を行っていること。

　　３）競技会出場にあたって自己の体調に留意すること。

の新聞に掲載します。また、日本記録、世界記録を突破された場合は、写真をランキング、ホー

ムページなどに掲載する場合がありますのであらかじめご了承ください。

　以上の目的以外に個人情報を利用することはありません。不要になったチームおよび個人情報

書類は責任をもって破棄いたします。

申込み・ 問合せ先

個人情報の取り扱いについて

  大会に参加していただく際、お預かりした情報は、今大会の運営と記録管理に関する業務に利

用します。また、プログラム作成・ランキング作成業務を(有)東洋電子システムに委託しており

ます。そのため、大会記録および登録データを通知します。さらに、スタートリスト、競技結果

を東洋電子システムとマスターズ実行委員会のホームページに、大会結果を富山県内のいくつか

toyamasters@swim.toyama.jp

　　　〒930-0982　富山市荒川４丁目１－７０　市民プール内

　　　　　　　　　富山県マスターズ実行委員会事務局　宛

　　　　　　　　　Ｔｅｌ：　０７６－４２５－１５６８　　

　　　　　　　　　Ｆａｘ：　０７６－４２５－１５７３

http://toyama.swim.or.jp/

http://www10.ocn.ne.jp/~tmasters/
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〔 様式１ 〕

2018年　 月　　日

2018 富山県マスターズ水泳短水路大会
大 会 参 加 申 込 書

（郵送先住所を

　
　　　ご記入下さい）

申 込 責 任 者                                          印

申 込 責 任 者  Tel

チーム登録　No． 　　　　　　　－

チーム名称

住　　　所 〒

申 込 責 任 者  Fax

メールアドレス

 参 加 者 数 男子　　　　名 女子　　　名 合計　   　名

 個人参加種目数 男子　　 　種目 女子　　種目 合計　 　種目

 リレー参加種目数 男子　　　 種目 女子　　 種目 混合　　 種目 合計　　 種目

ランキング（ 1500円×　　　　　　部） 　　　　　　　　　　　　　　　　     　円

合   　　　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　     　円

振込み用紙のコピーを枠内に貼って下さい

　　　　　　　　　　　　　 ○　振込みは、必ずチーム名にてお願いします。

個人種目  （ 1200円×　　　　　種目） 　　　　　　　　　　　　　　　　　     円

リレー種目（ 2000円×　　　　　種目） 　　　　　　　　　　　　　　　　　     円

プログラム（ 1200円×　　　　　　部） 　　　　　　　　　　　　　　　　     　円

 口座番号：普通６０２６３６０  記号－番号：１３２７０－１２９１５０１

《 申込み締め切り：２０１８年４月２０日 （金)　必着 》

                  　　　　 ○  振込み手数料はチーム負担となります。

                  　　　　 ○  現金は受付けません。

　　　　振込先
 北陸銀行　新庄支店　    　　  ゆうちょ銀行　　　　　

 口座名　：社）富山県水泳連盟マスターズ委員会　　　 口座名：社）富山県水泳連盟



・エントリーは、２種目までとします。

［記入例：１分００秒００］

分 秒 分 秒

分 秒 分 秒

分 秒 分 秒

分 秒 分 秒

分 秒 分 秒

分 秒 分 秒

分 秒 分 秒

分 秒 分 秒

円

１） 私は、開催要項に記載の事項を了承し申し込みます。

２） 私は、医師の健康診断に基づき、健康管理に十分配慮し良好な健康状態で本大会に出場することを誓約します。

３） 私は、大会期間中、大会医務委員より出場停止の勧告があった場合、その指示に従うことを誓約します。

４） 私は、本大会の出場にあたり、定期的に週１回以上の水泳練習を行っています。

５） 私は、大会期間中の事故については自己責任において処理し、主催者側の責任を問いません。

６） 私は、ホームページに競技結果を掲載することに同意します。

８） 私は、一般社団法人日本マスターズ水泳協会競泳競技規則を順守します。

 署名

2018 富山県マスターズ水泳短水路大会
〔 様式２ 〕

チーム名

フリガナ

氏　名 暦年齢

チームＩＤ番号 個人ＩＤ番号

・エントリーする種目のタイムは競技の円滑な進行のために大会当日に泳ぐことの出来る正確な記録を1/100秒までご記入下さい。

性　別 男　・　女
競技種目 エントリータイム 競技種目 エントリータイム

　　　　　　　　　　　※チームＩＤ番号ならびに個人ＩＤ番号は2016年度の登録確認書をご参照の上記入下さい。

0

個人種目
申込書

２５ｍ

４００ｍ ５０ｍ

背泳ぎ

２５ｍ １００ｍ

５０ｍ
個人
ﾒﾄﾞﾚｰ

１００ｍ

１００ｍ

自由形

２５ｍ

平泳ぎ

２５ｍ

５０ｍ ５０ｍ

１００ｍ １００ｍ

２００ｍ

バタフライ

誓約書

以下のことに同意し、申し込みます。

７） 私は、私的に撮影した動画等をインターネット上等の公な場に公開する場合、しかるべき許諾を受けることを誓約します。

２０１８年　　　月　　　日

※ご本人が署名・捺印してください。（印はサイン・拇印・電子印・ゴム印不可）

印

２００ｍ

＠１，２００円×
種目

＝



歳

歳

歳

歳

会　場 富山市民プール

登録番号
チームＩＤ番号 チーム名 略称名

〔 様式３ 〕

リレー申込書

大会名 ２０１８　富山県マスターズ水泳短水路大会

期　日 ２０１８．６．３

個人ＩＤ番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 暦年齢

0

名前

名前

個人ＩＤ番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 暦年齢

名前

個人ＩＤ番号 ﾌﾘｶﾞﾅ

個人ＩＤ番号 ﾌﾘｶﾞﾅ

暦年齢

名前

暦年齢

リレー
区分

119以下 120~159 160~199 200~239 240~279 280~319 320~359 360~399

区分に○を記入して下さい。

出場種目

男子
4×25ｍ 　　メドレーリレー

女子

4×50ｍ 　　フリーリレー
混合

エントリー
タイム

分　　　秒
合計
年齢

才

申込責任者



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018富山県マスターズ水泳短水路大会　
10年連続出場者　申請書

　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 生年月日　１９　　年　 　月　　 日　

　所属チーム番号　　　　　　　　　　　　　　 チーム名

　電話番号　　　　　　(　　　　)　　　　　　  携帯電話　　　　　(　　　　)

備　　考　

富山県マスターズ水泳短水路大会出場履歴

開催年度 出場種目（１種目のみ） 所属チーム 照合

2009

2012

2013

2010

2011

2016

2017

2014

2015

　　３．10年の間に姓が変わられた方は備考欄に姓が変わった年と旧姓を記入してください。

　　４．出場種目は1種目だけ記入してください。出場種目が未記入の場合、申請は無効になります。

　　５．2002年からの競技結果は、（一社）富山県水泳連盟のホームページに掲載してあります。

　　　　　　ホームページ：http://toyama.swim.or.jp/

　　６．該当者が複数いる場合は本用紙をコピーしてください。

　　７．申請の締め切りは2018年4月20日（金）です。　

2018

注：１．10年連続表彰はご本人からの申請がない場合は対象となりません。大会は短水路大会に限ります。

　　２．棄権した種目は、出場とは認められません。


