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マスターズご担当者各位 

スポーツ報知マスターズスイミング実行委員会 

２０１９スポーツ報知マスターズスイミング長水路大会 開催のご案内 

拝啓 貴チームにおかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、本年も「２０１９スポーツ報知マスターズスイミング長水路大会」の開催要項が出来 

上がりました。要項をご一読のうえ、貴チームのマスターズスイマーの皆様にご案内いただきま 

すよう、お願いします。 

 ２００３年にスタートした本大会も、多くの方々のご参加、ご協力をいただき本年も開催で 

きることとなり、心より感謝いたしております、皆様に日頃の練習の成果を発揮していただける 

よう、一同心を新たに準備、運営に取り組んで参ります。 

開催要項は報知新聞社ホームページ、また（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページ、 

「競技会スケジュール」「公認大会一覧」に掲載されますので、ご参照ください。（そちらからダウ

ンロードしてください） 

また、本年よりＷＥＢによるエントリーが可能となりますのでどうぞご活用ください。 

敬具 

期  日：２０１９年９月１５日（日） 

場  所：『大阪プール』 

（５０ｍ×１０レーン・日本水泳連盟公認プール＝大阪市港区田中３丁目１番２０号） 

受付開始日：２０１９年５月２７日（月）午前１０時 

締め切り日：２０１９年８月２日（金） 

ＷＥＢ：１７：００必着 書類：到着分まで 

定員：１，６００人 

 

①大会プログラム（新聞サイズ）で貴チームを取り上げさせていただきます。ご希望のチームは 

FAX またはメールで内容をお送りください。後日担当者より連絡させていただきます。 

②事前にスタートリストを発表します。（２次要項で URL をご案内します） 

③ＷＥＢと書類の両方の申し込みはできません。 

④ＷＥＢエントリーでは一度申請したものを変更することはできません。 

⑤書類で追加申し込みの場合は「追加分」と封筒の前に記載してください。 

⑥書類でお申し込みの際、大会申込書の「チーム情報欄」は日本マスターズ水泳協会に登録され 

 ている情報をご記入ください。 

⑦２次要項の送り先を別の場所へ希望される場合、ＷＥＢは所定の欄へ入力。書類は「２次要項 

 の送り先」へ記入してください。 

⑧書類でお申し込みの場合、参加者全員分の手数料が必要となります。（１名２００円）追加申 

し込みの際も都度手数料が必要となります。あらかじめご了承ください。 
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お申し込みの前によくお読みください！（注意事項） 

 

①必ず開催要項をお読みの上お申し込みください。 

②この大会は（一社）日本マスターズ水泳協会主催ではありませんが、ホームページからのエン

トリーが可能です。（開催要項をご確認ください） 

 書類でのお申し込みの場合、個人種目申込書へ必ず２０１９年の登録者シールを貼付してくだ 

さい。リレー種目へは登録者シールまたは記載どちらでも構いません。 

③締め切り日以降に届いたお申し込みについては、エントリー料は返金させていただきますが、

エントリーの際必要となった送料や振込手数料など経費は返金できませんので、あらかじめご

了承下さい。早めのお申し込みをお願いします。 

 

④大会申し込み 

（一社）マスターズ水泳協会ホームページからの WEB エントリーと指定用紙による郵送エント

リー（有料）での申し込み方法があります。開催要項をご確認ください。 

 

※WEB での申し込みの方は必要事項を入力してください。 

※指定用紙でのお申し込みには手数料がかかります。 

※指定用紙での申し込みの方は、送付先が大会事務局とは異なるので注意してください。 

 指定用紙での申し込みは１名につき２００円の手数料が必要です。追加種目申し込みの場合も

再度必要となります。あらかじめご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大会申込書◆ 

 書類の方は、申込チーム情報、申込数、申込金額、競技委員の記載をお願いします。 

 

◆個人種目申込書◆ 

  ● 個人種目申込書は選手１人１枚ずつ記入してください。 

  ● ２０１９年度の登録者シールを貼付してください。 

  ● エントリー種目の番号に〇印をしてください。 

  ● エントリータイムの記入。（男女別欄の確認） 、記入漏れがないようお願いします。 

  ● 緊急連絡先を記載してください、（ＩＤカードへも記載が必要です） 

  ● 誓約書は２次要項に同封のＩＤカードへ記載してください。招集所で確認させていただき

ます。 

〈申込書送付先〉 

〒４７６－０００３ 愛知県東海市荒尾町外山５７ 

２０１９スポーツ報知マスターズスイミング長水路大会申込係 
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◆入金証明書◆ 

● 入金額の確認、振込先の確認（日本マスターズ水泳協会に振り込まないでください）。書類

の方は申込書の裏へ貼付。（振込先・入金額・チーム登録ＩＤ（６桁）・チーム名が表示さ

れているかご確認ください） 

● WEB エントリーの方は支払日を入力してください。支払日は振り込み日ではなく、扱い日

を入力してください。（申し込みの次の日が扱い日となる場合は備考欄に記載してください） 

 

◆リレー申し込み書◆ 

● チームＩＤ・チーム略称・チーム責任者・競技種目・エントリータイムなど必要事項を記入

してください。 

● 書類へ登録者シールを貼付しない方は間違いのないよう、名前・個人ＩＤ・暦年齢を記入し

てください。 

● お申し込みは個人種目出場者に限られます。 

 

※締め切り日以降に到着したものは受け付けられません。 

※WEB と書類の併用はできません。 

※個人でWEBに入力されてもチーム責任者が申請送信をしなければエントリーが保留になりま

すので必ずチーム責任者がご確認ください。必ずチーム責任者に出場の意思をお伝えください。 

※開催要項はスポーツ報知ホームページ、（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページ「競技

会スケジュール」の「公認競技会一覧」「２０１９スポーツ報知マスターズスイミング長水路大

会」よりダウンロードしてください。 

http://www.masters-swim.or.jp/schedule10.php 

東洋電子システムの HP からでも開催要項はダウンロードできます。 

http://www.tdsystem.co.jp 

※開催要項の発送を希望される方は、FAX にてお申し出ください。（FAX：06-6364-1795） 

※WEB のエントリーは（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページ登録画面から大会の申し

込みを行ってください。https://www.masters-swim.or.jp/team_20login.php 

※出場を希望される方は、要項を理解した上でお申し込みください。 

※お申し込み後、種目の変更・キャンセルはできません。（返金できません） 

※ＷＥＢエントリーでは締め切り前であっても、一度申請したものを変更することはできません。 

※リレー種目に出場される選手は、個人種目にエントリーしている人に限ります。お申し込み後、 

  種目・年齢区分の変更はできません。 

※競技役員をしていただける方はポロシャツのサイズなどを記入してください。 

※領収書が必要な方は大会申し込みの際にご依頼ください。（宛名・日付・明細など）２次要項

と一緒にお送りします。WEB の方は申込書備考欄に記入してください。 

※WEB でお申し込みのチームで、大会当日に配布します特別号にチーム紹介を希望されるチー

ムは、トピックスの内容を FAX（06-6364-1795）またはメール（o-jigyou@hochi.co.jp） 

  までお送りください。後日担当者より連絡させていただきます。 

☆以上、ご確認の上お申し込みいただきますようお願いします☆ 

http://www.masters-swim.or.jp/schedule10.php
http://www.tdsystem.co.jp/
https://www.masters-swim.or.jp/team_20login.php
mailto:o-jigyou@hochi.co.jp
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《1 次要項》 

 

 

       

 

     

 

 

期 日  2019 年 9 月 15 日（日） 

       会 場  大阪プール 

（50ｍ×10 ﾚｰﾝ・日本水泳連盟公認プール＝大阪市港区田中 3 丁目 1 番 20 号） 

       主   催    報知新聞社 

       後   援     一般社団法人 日本マスターズ水泳協会（申請中） 

読売新聞大阪本社、読売テレビ 

       主  管     スポーツ報知マスターズスイミング実行委員会 

       公  認     一般社団法人 日本マスターズ水泳協会 

       公認番号   １９－１２６ 

 

 

 

 

 

◆お問い合わせ先◆ 

スポーツ報知マスターズスイミング実行委員会（大会事務局） 

〒531-8558 大阪市北区野崎町５－９ 読売大阪ビル 報知新聞社ビジネス局事業部 

ＴＥＬ：０６－７７３２－２０１８  ＦＡＸ：０６－６３６４－１７９５ 

 



5 

 

①参加資格 

(1)暦年齢 18歳以上の健康な男女で､定期的な競泳の練習をしている方。 

(2)大会の申し込みをする日までに（一社）日本マスターズ水泳協会へ 2019 年度の チーム及び個人の登録を完

了した方。 

(3)高校生には参加資格はありません。 

 ※この大会は参加選手が安全管理､健康管理を本人の責任において行い､参加することを条件とし、本人が承

諾した上での申し込みといたします。（以上競技会規則第４条に該当するもの） 

 

②競技種目          種      目                 距       離 

                    自由形            50m     100m  200m 

                    背泳ぎ            50m     100m  200m 

                    平泳ぎ            50m     100m    200m 

                    バタフライ        50m     100m    200m 

                    個人メドレー   200m 

                    フリーリレー      4×50m 

                   メドレーリレー     4×50m 

                 混合フリーリレー     4×50m /男女各 2名 

                 混合メドレーリレー   4×50m /男女各 2名 

 

③競技順序  

 

 

 

 

 

 

④年齢区分  

年齢は暦年齢（2019年 12月 31日現在の年齢）とします。 

(１)個人種目（100歳以降同様に 5歳ごととする） 

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

年齢（才） 

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

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

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

(２)リレー種目 （泳者 4名の暦年齢の合計、以降同様に 40歳ごととする） 

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

⑤競技方法  

(１)（一社）日本マスターズ水泳協会の競泳競技規則にのっとり実施します。 

(２)すべて男女別、年齢区分別のタイムレース決勝とします。 

(３)競技は女子→男子の順で、原則として年齢区分別の組み分けに従い、高年齢から低年齢へ、タイムの遅い組

から速い組で進めます。 

(４)水着の規定は、（一社）日本マスターズ水泳協会のホームページをご覧ください 
 

1）100m自由形 7）50ｍ自由形 13) 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 

2）100m背泳ぎ 8）50m背泳ぎ   14) 200m自由形 

3）100m平泳ぎ 9）50m平泳ぎ  15) 200m背泳ぎ 

4）100mバタフライ 10）50mバタフライ 16) 200m平泳ぎ 

5) 4×50m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 11) 4×50m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 17) 200mバタフライ 

6) 4×50m混合ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 12）4×50m 混合ﾌﾘｰﾘﾚｰ  
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⑥種目制限    ◆個人種目   ⇒  1名 2種目までとします。 

◆リレー種目 ⇒ 個人種目に必ずエントリーし、個人種目にエントリーしたチームからの

出場に限ります。 各年齢区分において 1チームから 1組のみの参加とし、同

じ人が同じリレー種目で、複数の年齢区分から出場することはできません。 

※エントリー締め切り後の種目変更・年齢区分の変更は認めません。 

 

⑦表    彰 

(１)（一社）日本マスターズ水泳協会が公認した記録は、チームまたは個人で（一社）日本マスターズ水泳協

会ホームページから会員ログインし、『公認記録証』を各自で出力してください。 

(２)出場者には参加賞をプレゼントいたします。 

(３)各種目の年齢区分ごとに個人種目・リレー種目とも上位 3位までメダルを授与します。 

(４)本大会記録樹立者（チーム）には大会新記録証を、ＦＩＮＡ承認水着を着用し、2019年度マスターズ水泳

日本記録樹立者（チーム）には日本新記録樹立証を、マスターズ水泳世界記録を突破した者（チーム）に

は、世界記録突破証を授与します。世界記録の達成が予想される個人・チームはインフォメーションデス

クにある規定用紙に記入の上、申請が必要です。（リレー種目の第１泳者で世界記録・日本記録達成が予

想される選手も事前に申請してください） 

 

⑧成績発表   

(１)大会翌日付けの「スポーツ報知」で大会開催記事を掲載します。 

(２)大会後「スポーツ報知」に各種目年齢別１位から３位選手の成績をすべて掲載します。(２次要項で日程

をご案内します) 

 

⑨エントリー  【ＷＥＢエントリー】または【郵送エントリー】で行ってください。 

 (１)エントリーは、下記Ａ、Ｂどちらか１つの方法を選び行ってください 

Ａ．（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページからのエントリー（５月２７日午前１０時開始） 

 ①（一社）日本マスターズ水泳協会のホームページから会員ログインし「大会申し込み」から 

「公認大会」「２０１９スポーツ報知マスターズ長水路」を選択し実施。 

②エントリーの際、入金は事前に指定の振込先へ支払いを完了し、入金完了日を入力しなければ先へ進めま

せん。入金完了日は支払日ではなく、扱い日を入力。 

③エントリーはホームページ内で途中保管することも可能。 

④ＷＥＢエントリー終了後、締め切り日までに選手を追加で申し込むことは可能ですが、すでにエントリー

を終えた方の種目の追加はできません。 

⑤申請完了後「申請完了メール」が配信されます。必ず確認してください。 

※エントリー方法の詳細は、（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページにて確認してください。 

 

Ｂ．指定用紙による郵送でのエントリー（有料）（５月２７日午前１０時開始） 

①（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページからダウンロードした書式に必要事項を記入。 

  個人種目申込書には必ず「登録者シール」を貼付。（開催要項の送付を希望される方はＦＡＸで送り先を

お知らせください） 

②「２０１９スポーツ報知マスターズスイミング長水路大会申込書」「個人種目申込書」「リレー申込書」 

「入金証明書」のコピーを「大会申込書」の裏に添付して、チームでまとめて下記の送付先まで送付してく
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ださい。送付した書類の控えは手元に必ず残してください。 

③書類での申し込みは１名につき２００円の入力手数料が必要となります。 

④大会申込書の「チーム情報欄」は（一社）日本マスターズ水泳協会へ登録している責任者情報を記載して

ください。 

⑤個人種目申込書・リレー申込書はコピーしてお使いください。 

⑥「個人種目申込書」へは出場種目のプログラムＮＯに〇印をつけ、エントリータイムを必ずご記入くださ

い。（１００分の１秒まで）その際、女子：左、男子：右の記入欄を間違えないようご注意ください。 

⑦「個人種目申込書」には必ずマスターズ水泳協会の２０１９年登録者シールを貼り付けてください。 

〈申込書送付先〉送付先は、大会事務局とは異なるので注意してください 

    〒476-0003 愛知県東海市荒尾町外山 57 

２０１９スポーツ報知マスターズスイミング長水路大会申込係  

●誓約書を確認の上お申し込みください。署名は２次要項に同封しますＩＤカードへ記載してください。誓約

書の署名は開催要項・誓約書内容を選手本人が確認の上、選手本人の自筆でお願いします。招集所で確認させ

ていただきます。 

●緊急連絡先は２次要項に同封のＩＤカードへ記載してください。招集所で確認させていただきます。連絡先

がチーム責任者など家族でない場合は、その方が家族への連絡ができるよう連絡先を把握してください。 

 

※２次要項送付希望の場所が（一社）日本マスターズ水泳協会へ登録した住所と異なる場合は２次要項送付希

望先欄に必ず記載・入力してください。 

 

 (２)エントリー料 

     ◆大会登録料   1人につき ……1,000円 

     ◆個人種目     1種目につき …1,800円 

     ◆リレー種目   1種目につき …2,800円 

    ◆指定用紙によるエントリー手数料……１名 200円（追加ごとに必要です） 

     ◇プログラム   スポーツ報知特別号を参加者へ当日お渡しします。(無料) 

     ◇ランキング   1部 ……･･････2,000円（送料込み） 

 

(３)エントリー締切日 

８月 ２日（金）必着 
 
※ＷＥＢエントリー：締め切り当日１７時まで。 

  書類エントリー ：当日到着分まで。 

 

※締め切り日以降に到着したものは受け付けできません。郵便代やエントリー料の振り込みの際に必要となっ

た手数料などの返金はできませんので、あらかじめご了承下さい。早めのお申し込みをお願いします。 

※天変地異や社会情勢によりやむを得ず大会が中止となった場合も、エントリー料の返金はできませんのでご

了承下さい。 
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(４)振り込み先 

振り込み先 
三井住友銀行大阪第一支店 当座預金口座 １９７９０７０ 

 

 

 

お振り込みの際、チーム名の前に必ずチームＩＤ６桁を記載（入力）してください。 

現金書留及び、現金持参での受付はできません。エントリー申し込み後のキャンセル、返金はできません。 

領収書については振り込みの際のご利用明細書をもってかえさせていただきます。 

なお、領収書が必要なチームは申し込み時に宛名など、詳細を同封してください。ＷＥＢエントリーの方は 

申込書備考欄に記入してください。 

 

(５)エントリーの無効 

   申し込みの際、申し込み日までに登録できていない、所属チーム以外からのエントリー、（一社）日本マ

スターズ水泳協会登録ＩＤ・年齢・チーム名などに間違いがある、エントリータイムが未記入、入金確認

ができない場合などは受け付けできません。その際、エントリーは無効となり返金させていただきます。 

   なお、返金の振込手数料は、お申し込みチームの負担とさせていただきます。 

   また、大会当日ＩＤカードの「誓約書欄に署名」「大会当日の緊急時の連絡先の記載」がない場合は出場

できません。その際、エントリー費用の返金はできません。 

   個人種目・リレー種目ともにエントリー後の、種目変更、キャンセル、エントリー料返金には応じられま

せん。リレー種目においては大会当日に１回のみオーダー変更はできますが、年齢区分の変更は種目の変

更とみなすためできません。 

   ※申し込みの締め切り日まではチームの移行はできませんので注意してください。 

 

⑩健康管理 

(１)自己の責任の下に健康管理をし、大会運営に支障をきたさないこと。 

(２)チーム責任者は参加者について次のことを確かめること。 

① 医師の健康診断または本人の自己申告に基づいて健康に異常がないこと。 

② 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。 

③ 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すること。 

 チーム責任者は必ず選手の体調に注意し、責任をもって出場してもらうこと。 

④万一のために健康保険証は持参すること。 

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

 

⑪競技役員の選出 

 各チーム１０名以上の出場がある場合は、必ず１０名につき１名、競技役員の協力をお願いいたします。 

 申込書の役員記載欄に、希望役職・経験役職などをご記入ください。希望役職と異なることがありますが 

  その際はご了承ください。１０名以下のチームもできるだけ競技役員のご協力をお願いします。（競技役 

員経験がない場合は、希望役職に経験なしとご記入ください）。競技役員には、当日お弁当と役務費一律 

2,000円をお渡しします。また、大会役員用ポロシャツを１枚お渡しします。（サイズをご記入ください）。 

振り込み先 
三井住友銀行大阪第一支店 当座預金口座 １９７９０７０ 

「（株）報知新聞社大阪本社」名義 
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⑫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事前に申告が必要です。 

(１)世界記録に挑戦する方 

(２)リレー種目第１泳者で世界記録・日本記録に挑戦する方 

(３)認定された障がいがある方（競技規則に抵触し、失格に影響する場合） 

(４)テープ等（テーピングテープ・絆創膏）をされる方（要審判長の承認） 

(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 

※(1)世界記録に挑戦する方は、本要項【⑦表彰（４）】を確認してください。 

※(3)～(4)に該当する方は、「出場申告用紙」（別紙）に必要事項を記入のうえ、エントリー時または大会

当日インフォメーションデスクへ提出してください。 

   ※出場に介助が必要な障がいをお持ちの方は、介助者をチームから帯同してください。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）。折り返し・ゴールでのタッピング（合図）を必要とする方はチームでご用意ください。ゴ

ール後は役員の指示を優先し介助してください。 

   ※テープ等は、使用状況を確認します。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、申請を行っても許可できない場合がありますので注意してください。必ず大会当日インフォメーシ

ョンデスクにお立ち寄りください。 

⑬その他 

(１)大会の詳細については出場チームへ第２次要項を大会のおよそ１０日前に発送します。 

(２)スタートリストは事前に発表します。（２次要項でＵＲＬをご案内します）。また、当日無料で配布します 

  プログラムにも掲載します。 

(３)競技進行の都合で参加定員を1,600人といたします。 

  申し訳ありませんが申し込み先着順とさせていただく場合があります。ご容赦ください。 

(４)会場内での撮影について 

 本大会において、参加選手または関係者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こと。また、会場ＢＧＭ

をそのまま使用すると著作権の侵害となるので注意のこと。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。 

 

☆個人情報ならびに肖像の取り扱いについて 

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とする。 

(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する。 

・競技結果としてホームページ（東洋電子システム）、新聞紙上等の媒体に掲載する。 

(２)肖像 

・大会報告としてホームページ、新聞紙上等の媒体に使用する。 

・マスターズ水泳の普及活動のために各種媒体に使用する。 

・本大会が定めた撮影者によって撮影されたすべての映像は本大会に帰属する。 

問い合わせ：スポーツ報知マスターズスイミング実行委員会・担当＝花住、古田 

ＴＥＬ：０６－７７３２－２０１８ ＦＡＸ：０６－６３６４－１７９５ 


