
２０１９年度 

日本マスターズ水泳短水路大会 愛媛(松山)会場 ２次要項 

                                                                        

１．日  時   ２０１８年３月３０日（土）・３１日（日） 

２．会  場   松山中央公園内 アクアパレットまつやま 

愛媛県松山市市坪西町６２５－１ 

メインプール ２５ｍ×８レーン、アッププール ２３ｍ×８レーン、 

健康プール 

３．日  程 

30 

日 

(土) 

開 場 

テクニカルミーティ

ング 

ウォーミングアップ 

メインプール 

アッププール 

 

公式スタート練習 

（メインプール） 

競技開始 

 

競技終了予定 

無料開放 

１０：００ 

１０：１５～ 

 

開場～１０：４５ 

開場～ 

 競技終了後１時間 

１０：１５～ 

１０：４５ 

１１：００～ 

 

１９：００ 

競技終了後１時間 

31 

日 

(日) 

開 場 

テクニカルミーティ

ング 

ウォーミングアップ 

メインプール 

アッププール 

 

公式スタート練習 

（メインプール） 

開会式 

競技開始 

 

競技終了予定 

７：３０ 

８：００～ 

 

開場～８：４５ 

開場～競技終了まで 

（開会式中は中止） 

８：００～８：３５ 

 

８：４５ 

９：０５ 

 

１７：３０ 

※30日（土）１０時００分～競技終了後１時間までサブプールを（メインプールは１０時００

～１０時４５分、および１日目競技終了後より 1時間）出場者ウォーミングアップのために

無料開放いたします。（２日のみ出場の方もアップにお越しいただけます。） 

※申込時の一次要項も今一度ご確認ください。 

 

４．競技上の注意 

① 競技は、(一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則って実施致します。 

② 年令は、暦年令（２０１９年１２月３１日現在の満年令）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 １５００ｍ種目は、制限タイムを超えると審判長が判断した場合は、レース中でもその泳者

の競技を中止します。（中止の合図として審判員がターン時にビート板を壁に出します。） 

⑤ ２５ｍ・５０ｍ、１００ｍ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

年令か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、区分で組分けを行う組もあります。 

２００ｍ・４００ｍ・１５００ｍ種目は、年齢区分に関わりなく、男女別・エントリータイ

ム順に組分けを行ない、遅い組から速い組への順で行います。 



⑥ 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、締め切り時間までに、総

合受付へご提出ください。（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

となります。 

⑦ チーム受付は、各チーム代表者が行ってください。参加章・プログラム（お申込者のみ）を

お渡し致します。 

テクニカルミーティング（チームリーダーミーティング）を 30日は１０：１５から、31日は

８：００から 

約１５分プールサイド招集所で行います。競技上の注意事項や規則改定について連絡します。 

必ずチームの代表者１名が出席してください。今年度の規則改正について説明します。 

⑧ 競技進行の時間、リレーオーダー変更締め切り時間につきましては、３月２５日までに愛媛

県マスターズ水泳協会ホームページ https://sites.google.com/site/ehimemasters/ 

に掲載しますので御確認ください。（「愛媛県 マスターズ」で検索） 

 

５．ＩＤカードについて 

① 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。 

② メダルの引換え時にも使用します。最後まで無くさないようお持ち下さい。 

③ 大会当日ＩＤカードを紛失および忘れた場合は、会場の総合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。 

 

６．招集 

① 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。 

② 招集所は、プール南西部のプールサイドにあります。（25ｍ競技はアッププール前観客席側

のプールサイド） 

③ 招集所へは、ご自分の出場する種目、組の 6レース前までに（25ｍ種目は、10レース前まで

に）お越しください。競技の進行をご確認のうえ招集遅れのないように注意してください。 

④ 招集所では「第○組」と組が呼ばれます。ご自分の出場する組であれば招集員に「組・レー

ン・名前」を自己申告し、招集受付を済ませ、指示に従い並んでください。 

ご自分の組とレーンは、忘れないように、また、間違わないように申告してください。 

⑤ リレー種目は、出場者４名揃わないと招集受付できません。４名揃ったら、泳ぐ順に各人が

自己申告し、招集受付をしてください。 

⑥ 招集受付を済ませないといかなる理由であれ棄権となり出場ができません。 

 

７．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種目開始予定時間１時間前までに本部席へ

申告を行ってください。 

『出場申告用紙』が必要な申告 

① テープ等をされる方 

https://sites.google.com/site/ehimemasters/
https://sites.google.com/site/ehimemasters/


競技規則上、テープ等は認められません。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基本的に許可できませ

ん。 

② 障がいの認定を受けている方で競技規則違反になる可能性のある方 

申告内容を確認し、許可の判断を行います。なお、診断書や障がい者手帳の提示を求める場

合があります。 

③ 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

は競技役員の指示を優先し介助してください。 

④ リレーの第２泳者以降が水中からスタートするチーム 

申告がなく水中からスタートした場合は失格となります。また、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。 

『世界記録申請用紙』が必要な申告 

⑤ 世界記録に挑戦する方またはチーム 

下記「８．世界記録の申請」を確認してください。なお、リレー種目（４×２５ｍは除く）

の第１泳者として挑戦する方も必ず申告してください。 

 

８．世界記録の申請 

世界記録の達成が予想される選手およびチームは、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、本部席に申告して下さい。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。 

世界記録を達成された場合、泳者の生年月日を証明する書類（パスポートのコピーまたは、住民

票のコピー）が必要となりますのでご準備下さい。 

 

９．異議申し立て 

競技に異議のある時は、そのレースの３０分以内。ランキングに異議のある時は、ランキング発

表後３０分以内に規定の用紙に記入の上、抗議料５，０００円を添えて本部席まで提出して下さ

い。またレース前にわかっている異議については、そのレースの審判長の笛の合図の前までに、

同様に提出して下さい。抗議については、大会総務にて裁定いたします。裁定結果についての異

議は受け付けられません。 

異議の申請は、チームの責任者に限られます。（一般選手からの異議の申請は出来ません。） 

また、抗議内容が承認された場合は抗議料を返金しますが、抗議内容が却下された場合は抗議料

を返金しません。失格理由についてのお問い合せは、規定用紙に記入の上、本部席にお申し出く

ださい。 

 



１０．表  彰 

① 出場選手全員に参加章および（一社）日本マスターズ水泳協会公認記録証(記録証は、タイ

ムを載せたもの)を授与します。 

個人種目、リレー種目とも各会場の男女別・種目別・年令区分別の上位３位までの選手にメ

ダルを授与します。ランキング発表後入賞者は、メダル受渡所にてＩＤカードを提示してメ

ダルを受け取って下さい。 

※ＩＤカードの QRコードを読み取る機械を使用しますので、試合終了後も破棄しないよう

気を付けて下さい。 

遠方からお越しで（飛行機の時間等により）受け取れない方は、着払いで郵送致しますので

受付の用紙にご住所等をご記入下さい。） 

② 個人のメダル、記録証の受け取りは、大会終了までに必ず本人が行ってください。 

※チーム代表者の方が、出場者のメダルを代わりに受け取ることはできません。 

③ マスターズ世界記録・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

授与します。 

 

１１．プールの上がり方 

① 個人種目の場合、ゴールタッチした選手はタッチ板に触れないようにレーンロープ側にて待

機し、次の組がスタートしてから上がって下さい。 

② リレー種目は、競技役員の指示に従い、他の選手の妨げにならないように注意してプールか

ら上がって下さい。移動する時にタッチ板には触れないようご注意下さい。 

③ 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。 

 

１２．健康管理 

① 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下さい。 

② 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。 

③ 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下さい。 

④ 大会期間中、大会救護係（医師）より出場停止が勧告された場合は、その指示に従って下さ

い。 

 

１３．貴重品の管理について 

貴重品は、個人またはチームで管理して下さい。選手控え席・観覧席・プールサイドに小銭入

れ・カードケース・携帯電話を入れた袋を放置したままウォーミングアップを行い、その間に盗

難に遭うケースがあります。仲間同士で管理しあうようお願い致します。 

 

１４．選 手 席 

選手席は、観客席、流水プールの周り、および２階通路となります。通路ではシートが必要とな

ります。各チームでご持参下さい。１日目の競技終了後、シートは折りたたんで所定の場所に置

くようにしてください。場所取りはできません。尚、流水プールの周りでは飲食が禁止されてい

ます。各チーム譲り合ってご利用下さい。 



 

１５．撮影許可について（カメラ・ビデオ・携帯電話） 

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・携帯電話での撮影を希望される方は、受付にて撮影の許

可証を受取り、許可証を見える位置に貼って下さい。 

許可証発行には各日１００円ご負担頂きます。（返金は致しませんのでご了承下さい）   

許可証を付けずにカメラ・ビデオ・携帯電話での撮影をしている不審者を見かけた場合は、大会

本部へご連絡下さい。 

 

１６．施設上の注意 

① 更衣室のロッカーの鍵はカード式です。ロッカー鍵受け渡し所で１,０００円の保証金にて

ご使用になれます。当日のみのご利用となりますので、二日間出場される方も必ず１日ごと

に返却して下さい。 

② 会場内での飲食は決められた場所（観客席、及び通路）でお願い致します。 

③ 貴重品は各自又はチームで保管して下さい。盗難等がございましても一切責任は負えませ

ん。チーム責任者はウォーミングアップの際の貴重品管理に気配りをお願い致します。 

④ ゴミは各チームで持ち帰って下さい。必ずゴミ袋をご持参下さい。 

⑤ プールサイド・更衣室は土足禁止です。上履きをご利用下さい（更衣室での上履きは禁止で

す） 

⑥ プールサイド・更衣室以外は水着姿では利用できません。 

⑦ 館内は全館禁煙です。 

⑧ 観覧席でのシート敷き、場所取りはできません。 

（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） 

⑨ プールサイドも控え場所としてご利用いただけます。（※但しプールサイドは飲食禁止） 

 

１７．愛媛県内チームの方へお願い 

現在、愛媛県マスターズ水泳協会ホームページに掲載の愛媛県記録を上回る記録を出された選手

がいるチームは、事務局へ名前、年齢区分、登録番号、記録、樹立の大会名、日付を明記し、ホ

ームページのお問い合わせフォームにてご連絡をお願いします。尚、日本マスターズ水泳協会の

公認大会での記録のみ対象といたします。 

 

１８．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時の連絡先については、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、緊急時に選手のご家族等に急を要する連絡が取れるよう準備してください。 

 

１９．個人情報ならびに肖像の取り扱いについて 

愛媛県マスターズ水泳協会が、競技中に大会風景として写真を撮影し、公式ホームページや大会

案内チラシ等に掲載する場合がございます。予めご了承ください。 

本大会にあたり取得した個人情報ならびに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、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    

・大会報告としてホームページ、マスターズニュース等の媒体に使用します。 

・以降マスターズ水泳の普及活動のために使用します。 

・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。 

 

２０．会場内での撮影について 

競技会において、参加選手または関係者等が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るようお願いし

ます。また、会場 BGMをそのまま使用すると著作権侵害となりますので注意してください。な

お、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。 

 

２１．その他 

① 駐車場はプール北側にありますが、満車の場合は警備員の指示に従い公園内に駐車してくだ

さい。（※武道館専用駐車場は駐車できません。北１、３が満車の場合は、松山中央公園橋

で南１～４へ行くよう警備員が右折の指示をいたしますので従ってください。南１～４は公

園内を横切ってプールまで５分ほどで歩いて来ることが出来ます。）マイクロバスで来られ

るチームは、事務局までご連絡ください。 

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受付にございます。 

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、総合受付に提出して下さい。 

④ 貴重品ロッカーとして希望者に１枚ロッカーカードをお渡し致します。 

※個数に限りがありますので、先着順、おひとり様につきロッカー１個のご使用でのご協力

をお願い致します。また、施錠なしのご使用はご遠慮ください。 

更衣室入口近くにて使用者名簿にご記入の上、鍵の保証金として１，０００円をお預かり致

します。１，０００円は鍵の返却時にお返しいたします。 (鍵を必ず返却していただく為の

処置です。) 鍵は一日ごとに返却して下さい。つり銭のいらないよう事前に千円札の準備を

お願い致します。※千円札以外は受付いたしません。鍵は一日ごとに返却して下さい。 

⑤ お弁当を注文された方は、１１時より２階観客席入り口でお渡しいたします。 



⑥ 公園内には飲み物の自動販売機、売店がございますが、数に限りがあります。コンビニは国

道５６号線まで出ないとありませんのでご注意ください。 

⑦ 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）」はチームへお渡ししますが、エントリー料の返金はできません。 

 

 

アクアパレット内に入られましたらブルーのポロシャツを着た役員が受付をしておりますので、

プール内の詳細はそちらでご案内いたします。 

 


