
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
第 36 回日本マスターズ水泳選手権大会（ジャパンマスターズ 2019） 

10 年連続、20 回・30 回出場者表彰 申請要項 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1． 申請対象者 

表彰を希望する個人で以下の条件を満たす方。 
（1） 本競技会の個人種目に 1 種目以上申し込みをしていること。 
（2） 10 年連続出場者表彰は、第 23 回大会（2006 年）から第 35 回（2018 年）までの間で、個人種目

に 10 年連続出場していること。棄権は認められない。 
（3） 20 回・30 回出場者表彰は、第 1 回大会（1984 年）から第 35 回大会（2018 年）までの間で、  

個人種目に 20 回または 30 回出場していること。棄権は認められない。 
（4） 同期間を対象とした同表彰を受けていないこと。 

 

2． 表彰式 

9 月 20 日（金）～22 日（日）の各日 1回実施する。時間等の詳細は 2次要項で案内する。 
 

3． 申請方法 

ホームページまたは指定用紙のどちらかを選択し、表彰を希望する本人が申請すること。 
 
A． ホームページからの申請 

① 本協会ホームページより会員ログインし「大会申し込み」から実施。 
② 該当の申請区分を選択し、必要事項を入力すること。 
③ 申請完了後「提出受付メール」が配信される。 
 

B． 指定用紙による申請 
① 本要項添付（または本協会ホームページよりダウンロード）の書式に必要事項を記入。 
② 「5.申請先・問い合わせ」に記載の先まで郵送、FAX、e メールで送信のこと。 

 
＜申請期間＞ 
A． ホームページからの申請 2019 年 7 月 23 日（火）10：00 ～ 7 月 30 日（火）17：00 

※ 7 月 30 日（火）17：00 までに【申請】を完了すること。 
 

B． 指 定 用 紙による申請 2019 年 7 月 23 日（火）到着分 ～ 7 月 30 日（火）到着分 
※ 郵送、FAX、e メールで必着のこと（直接の持ち込みは受け付けない）。 

 
＜対象者発表＞ 
申請内容を審査し、対象者は 8月 20 日（火）に本協会ホームページにて発表する。 
なお、対象者は大会プログラムの受賞者紹介ページへ氏名・所属・顔写真(競技会申し込み時に登録のも
の)を掲載する。 
 

4． 過去の出場実績の確認 

申請にあたりこれまでの出場実績を確認したい場合は、有料で本協会が確認し情報を提供する。 
① 本協会ホームページ【販売物】より【販売物注文書】をダウンロードし、必要事項を記入のうえ

FAX または eメールで送付。 
※ ホームページよりダウンロードできない場合は、【氏名・個人 ID】【所属チーム ID・チーム

名】【過去の所属チーム】【送付先住所】【電話番号】【ジャパンマスターズ出場履歴確認】を
明記のうえ、任意の書式でもかまわない。 

② 協会にて確認後、送付先住所へ代金引き換えで郵送する。 
 料金  1,324 円（内訳 情報料 1,000 円＋代金引き換え手数料 324 円） 

③ 問い合わせは、申請者本人またはチーム責任者からに限る。 
 

5． 申請先・問い合わせ 

一般社団法人日本マスターズ水泳協会内 ジャパンマスターズ 2019 大会事務局 
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 3-2-8 グランバレー三崎町 7階 
TEL：03-3512-8221  FAX：03-3512-8224  E-mail：japanmasters-sw@masters-swim.or.jp 
ホームページ http://www.masters-swim.or.jp/ 



※ コピーして使用してください（Ａ４サイズ　白統一　裏紙不可）

１．過去に出場した際のチーム名を記入してください。

２．申請者情報を記入してください。

※改姓されている場合は、旧姓を記入してください。（マスターズ登録以前の旧姓は必要ありません。）

〒

３．表彰式は９月２０～２２日に各日１回実施します。現時点での参加希望日に○印を付けてください。
　　※表彰式の詳細は２次要項でご案内します。

４．表彰式等のご案内はチーム責任者宛に送付します。所属チームの責任者名・連絡先をご記入ください。

※ 第１回～第２２回までは表彰済です。申請の対象にはなりません。
※ 過去に１０年連続出場者表彰を受けた方は対象外です。

申請１

ジャパンマスターズ2019　【10年連続出場者表彰申請書】

回 会場 開催日 チーム名（略称可）

第25回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’08　7.18～21

第26回 神奈川・横浜国際プール ’09　7.17～20

第23回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’06　7.14～17

第24回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’07　7.13～16

東京・東京辰巳国際水泳場 ’10　7.16～19

第28回 大阪・大阪府立門真スポーツセンター ’11　7.15～18

第27回

第29回 千葉・千葉県国際総合水泳場 ’12　7.13～16

第30回 愛知・日本ガイシアリーナ ’13　7.12～15

第31回 神奈川・横浜国際プール ’14　7.18～21

氏名

第35回 愛知・日本ガイシアリーナ ’18　7.12～16

千葉・千葉県国際総合水泳場 '16　7.14～18

第34回 大阪・大阪府立門真スポーツセンター ’17　7.14～17

女 ・ 男
歳

第32回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’15　7.16～20

チームＩＤ チーム略称 個人ＩＤ

フリガナ 旧姓 性別 暦年齢

第33回

住所 電話番号

表彰式

チーム
責任者名

電話番号

20日　　・　　21日　　・　　22日　　・　　いずれも出席できない



※ コピーして使用してください（Ａ４サイズ　白統一　裏紙不可）

１．過去に出場した際のチーム名を記入してください。

２．申請者情報を記入してください。

※改姓されている場合は、旧姓を記入してください。（マスターズ登録以前の旧姓は必要ありません。）

〒

３．表彰式は９月２０～２２日に各日１回実施します。現時点での参加希望日に○印を付けてください。
　　※表彰式の詳細は２次要項でご案内します。

４．表彰式等のご案内はチーム責任者宛に送付します。所属チームの責任者名・連絡先をご記入ください。

※ 過去にそれぞれ２０回表彰・３０回表彰を受けた方は対象外です。

申請２

ジャパンマスターズ2019　【20回・30回出場者表彰申請書】

回 会場 開催日 チーム名（略称可） 申請種別

第3回 東京・千駄ヶ谷屋内プール ’86　11.2～3

該当する方へ○印

２０回 ・ ３０回第4回 神戸・神戸ポートアイランドプール ’87　9.12～13

第1回 東京・千駄ヶ谷屋内プール ’84　11.3

第2回 東京・千駄ヶ谷屋内プール ’85　11.3～4

第7回 東京・代々木オリンピックプール ’90　7.12～15

第8回 神奈川・平塚総合体育館プール ’91　10.19～20

第5回 東京・代々木オリンピックプール ’88　7.15～17

第6回 東京・代々木オリンピックプール ’89　7.13～16

第11回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’94　7.14～17

第12回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’95　7.13～16

第9回 福岡・福岡総合プール ’92　9.13～15

第10回 東京・代々木オリンピックプール ’93　7.15～18

第15回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’98　7.17～20

第16回 大阪・大阪府立門真スポーツセンター ’99　7.17～20

第13回 大阪・大阪府立門真スポーツセンター ’96　7.11～14

第14回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’97　7.18～21

第19回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’02　7.18～21

第20回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’03　7.18～21

第17回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’00　7.13～16

第18回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’01　7.12～15

第23回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’06　7.14～17

第24回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’07　7.13～16

第21回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’04　7.16～19

第22回 大阪・大阪府立門真スポーツセンター ’05　7.15～18

第27回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’10　7.16～19

第28回 大阪・大阪府立門真スポーツセンター ’11　7.15～18

第25回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’08　7.18～21

第26回 神奈川・横浜国際プール ’09　7.17～20

第31回 神奈川・横浜国際プール ’14　7.18～21

第32回 東京・東京辰巳国際水泳場 ’15　7.16～20

第29回 千葉・千葉県国際総合水泳場 ’12　7.13～16

第30回 愛知・日本ガイシアリーナ ’13　7.12～15

住所 電話番号

表彰式

チーム
責任者名

電話番号

フリガナ 旧姓

20日　　・　　21日　　・　　22日　　・　　いずれも出席できない

性別 暦年齢

氏名 女 ・ 男
歳

第33回 千葉・千葉県国際総合水泳場 ’16　7.14～18

チームＩＤ チーム略称 個人ＩＤ

第34回 大阪・大阪府立門真スポーツセンター ’17　7.14～17

第35回 愛知・日本ガイシアリーナ ’18　7.12～16


