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第３１回新潟県マスターズ水泳競技大会の注意事項等について（通知） 

第３１回新潟県マスターズ水泳競技大会にお申し込み頂きありがとうございました。 

現在、当実行委員会では、新型コロナウイルス感染拡大予防対策に万全を期すべく大会準備を進めて

おります。 

つきましては、参加者への安全配慮と競技会の円滑化を図るため、あらかじめ注意事項等をお知らせし

ますので、記載事項に留意し、本大会の運営にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

なお、本大会は上記事項を踏まえ、無観客といたしますのでご了承ください。 

合わせて、大会前２週間において、チーム内に感染者が発生した場合、または、感染が疑われる症状等が

ある場合は、本大会への出場を見合わせていただきますのでご承知おきください。 

（該当者を確認した場合は、速やかに下記へご連絡ください。） 

 

１ 期  日   令和３年１０月１７日(日曜日)  

２ 会  場   ダイエープロビスフェニックスプール(長岡市長倉町 1338) 

３ 主な日程  

 ○開  場         …選手入場は、別紙の通り時間を区切って行います。 

 ○代表者会議・競技役員打合会 … 午前８時４０分（会議室） 

 ○開始式          … 午前９時４５分 

○競技開始          … 午前１０時００分 

○競技終了(予定)         … 午後１５時２２分  

４ 大会注意事項等について    別紙のとおり。 

５ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策留意事項   別紙のとおり。 

６ 競技予定時刻          別紙の通り。 

７ 会場図              別紙の通り。 

 

８ そ の 他 

（１）競技役員を別紙の通り割り振らせていただきましたのでご協力をお願いします。 

止むを得ずご欠席の場合は、お手数でも 10 月 10 日（日）までに下記へ連絡願います。 

※当日の服装は、次のとおりとしますのでご協力をお願いします。 

  ・シ ャ ツ ＝日水連指定の競技役員用ポロシャツ又は同系色の物を着用。 

  ・スラックス ＝日水連指定の競技役員用スラックス又は同系色の物を着用。 

  ・  靴  ＝運動靴（内履き）※サンダル履きはご遠慮ください。 

（２）盗難防止のため、貴重品の管理は、チームごとに責任を持って行ってください。 

 

【問合せ・連絡先】 

第 31 回新潟県マスターズ水泳競技大会 実行委員会 折田俊一  

(携帯)090-2643-9203 (Fax/Tel) 0258-36-6472 



新型コロナウイルス感染拡大防止対策留意事項 

【大会の参加にあたって】 

１ 本大会は、新型コロナウイルス感染状況等を踏まえ、選手の休憩場所の確保等感

染防止対策に万全を期すため、無観客としますのでご理解とご協力をお願いします。 

また、感染症の流行等により大会を中止する場合がありますのでご了承ください。 

中止する場合は、日本マスターズ水泳協会HP及び県水連HPに掲載します。 

２ 下記事項に該当する選手または帯同者は、出場または入場を見合わせてください。 

（該当者を確認した場合は、速やかに大会事務局へご連絡ください） 

① 大会前２週間において感染者が発生したチームに所属している者 

② 大会日に感染により閉鎖されている企業、学校または学級に所属している者 

③ 下記により、感染が疑われる症状等がある者 

・平熱を超える発熱（大会前２週間からの検温をお願いします） 

※37.5度以上の方は、参加または入場できません。 

・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状 

・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難） 

・臭覚や味覚の異常 

・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触が疑われる場合 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・大会前２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている

国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合 

３ 入館時に「健康チェックシート」（選手・代表者・帯同コーチ分）をチームごと

にまとめて受付に提出願います。提出がない場合は、出場又は入場をお断りしま

す。 

また、全員体温チェックを行いますのでご協力をお願いします。 

※選手入場の際は、代表者の立会いをお願いします。 

４ 大会期間中は、原則として競技中及び食事中を除き、マスクを着用してください。 

マスクは、各自持参願います。 

５ 会場までの交通機関内で、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、

会話などに留意願います。 

 

【選手・役員の入場及び控え場所】 

入場抽選は行いません。入場は下記により時間を区切って行いますので、厳守願い

ます。 

控え場所は、主催者が指定した場所（会場図参照）を使用してください。 

待機及び入場の際は、各チームにおいて「３密」回避の対応をお願いします。 

 

入場時間 対 象 チ ー ム 名 

７：２５ 

（A班） 

十日町TSC、にいがた、ダッシュ新潟、上越MSC、アクシー亀田、セＮＥ

ＸＴ、水夢あらい、アクシー中央、ますらお、うおえいかい、大潟マー

メイド、ビジョンSC、NAS新潟、ＮＷＳＣ、JSS長岡、越後闘泳会、アク

シー巻、河童、AFAS新潟、アクアパーク 

８：２５ 

（B班） 

小千谷SC、ＮＳＰ、T&S新発田、JSSジャンボ、ル・長岡、亀田アスダッ

クス、ネクストワン、吉岡野口塾、チーム刈羽、Ｄ－ＦＬＯＷ、ダッシ

ュ新津、ダッシュ三条、五八会ふそき、ミドジャ、つばめ、DLN佐渡、GR

鮫、佐渡愛泳、糸魚川SC、SCポルポ、SCごろう、鮎泳、新潟Swim、

BlueBears、上越ASC、けんかたばみ、上越YST、ダッシュ燕、MAきれい館 



 

競技役員は、１階「通用口」からお入りください。控室は、１階「会議室」をご利

用ください。 

 

【選手・役員受付】 

「３密」回避のため、間隔をあけてお並びください。「健康チェックシート」の提

出をお忘れなくお願いします。（役員、選手兼務の方は、選手としてチームまとめ

ての提出になります）受付で、参加賞及びアリーナ内で選手が使用するビニール袋

(レジ袋)を受け取ってください。 

 

【更衣室の利用】 

※男女とも、更衣後の荷物は各自で保管願います。今大会は、コインロッカーの使

用ができません。 

※更衣は、できるだけ速やかに行ってください。更衣室内での休憩は禁止します。 

 

【アップ時のプール使用等】 

(1) 競技開始前のアップは、入場順のＡ班７:３０～８:３０、Ｂ班８:３０～９:３０ 

とします。 

プールは、係員の指示に従い１レーン当たり１５名程度を目安に使用してくださ

い。 

※ダッシュレーンは、７～９レーンを使用します。利用状況により順次拡大します。 

（Ａ班＝７:４５～８:００、Ｂ班＝８:４５～９:００） 

※公式スタート練習は、６～９レーンを使用します。利用状況により順次拡大しま

す。（Ａ班＝８:００～８:２５、Ｂ班＝９:００～９:２５） 

(2) アップ・ダウンプールの使用は、開始式時以外常時使用できます。 



感染拡大防止にご協力をお願いします。 

① 水泳用具・飲食物・ストレッチマット等は専用の物を用意し共

用しない。 

② 泳ぐとき以外はマスクを着用すること。各自で必要枚数を準備

する。（更衣室・招集所・選手控え場所・観覧席・プールサイド・ト

イレなど） 

③ レース前にはずしたマスクは、服のポケットか袋に入れるこ

と。レース前脱いだウエア等は、受付で配布したビニール袋に

入れること。（マスク、ウエア等は、選手イス・脱衣ボックス

に直接置かない） 

④ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

⑤ 選手は、招集所やレース後の選手間の会話を控えること。 

⑥ 大きな声での会話や応援をしないこと。 

⑦ コーチは、練習時の大きな声での指示、ホイッスルの使用を控

えること。 特に、アップ時の対応に注意願います。 

⑧ 唾や痰を吐くことは極力行わないこと。 

⑨ 飲食については、指定場所以外で行わないこと。 

⑩ ドリンクの回し飲みはしないこと。 

⑪ 飲みきれなかったドリンクを、指定場所以外に捨てないこと。 

⑫ 選手は、自分のレース終了後、なるべく速やかに退館すること。 

⑬ ミーティング等は控えること。 

⑭ 競技会主催者・施設管理者が決めたその他の措置・指示について従う

こと。 
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大会注意事項等について 

第３１回新潟県マスターズ水泳競技大会の参加に当り下記事項に留意され、本大会の円滑な運営にご協力いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

１．期 日  令和 ３年１０月１７日（日） 

２．会 場  ダイエープロビスフェニックスプール     新潟県長岡市長倉町1338番地 

３．日 程 

●  ７：２５ 開場 Ａ班入場 

●  ７：３０ Ａ班ウォーミングアップ開始 ８：３０終了 

●  ８：２５ 開場 Ｂ班入場 

●  ８：３０ Ｂ班ウォーミングアップ開始 ９：３０終了 

●  ８：４０ チーム代表者会議・競技役員打合せ（チーム派遣の役員も必ず集合） 

●  ９：３０ ウォーミングアップ終了 

4×50mメドレーリレー(男女) 4×25m混合メドレーリレー 4×25mフリーリレー(男女) 

リレーオーダー変更締め切り 

●  ９：４５ 開始式 選手は、ウッドデッキ（選手・監督・コーチ用観覧席）に整列 

● １０：００ 競技開始 

● １２：４５ 4×50mフリーリレー(男・女) 4×25mメドレーリレー(男・女) 4×25m混合フリーリレー 

リレーオーダー変更締め切り 

● １５：２２ 競技終了予定 

 

４．入場・控え場所及び施設の利用等について 

● 入場は時間を区切って行いますので、厳守願います。別紙、「新型コロナウイルス感染拡大防止対策

留意事項」に記載がありますのでご確認ください。 

● 選手控え場所は、本プール９レーン側のウッドデッキ後方通路（１・２階）並びにスタンド側のコンコースとなり

ます。チームごとの割り振りがありますので、別紙会場図をご確認ください。 

● ウッドデッキは、応援時に限り必要なスペースを使用して、メガホン、ロープ及びシート等による「場所取り」は

禁止します。大声での応援も禁止します。応援の際は、「３密」対策に十分配慮し、隣との間隔を十分確保してくだ

さい。 

● エントランスホール(正面入口)、プール室内、ウッドデッキ、選手控えスペースは土足厳禁です。参加選手は、各

自くつ袋を持参してください。プール室内では、選手は裸足又は内履きとします。（裸足で土足禁止区域に出た場合

は、土足扱いになりますのでご注意ください） 

● 貴重品は、各自で責任を持って管理してください。今大会は、コインロッカーの使用ができません。 

 

５．競技等について 

● (一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則り行います。 

● すべて男女別、年齢別のタイムレース決勝とします。 

● 競技は、原則として予定通り進行しますが、１５分程度は、早まってもそのまま進行しますので、時間に余裕を持

って行動してください。 
● ２５ｍ種目出場者は、競技の進行上、衣類、タオル、内履き等を配付されたビニル袋（レジ袋）に入れ招集所のか

ごに置いて入場し、泳ぎ終えたら各自招集所から持ち帰ってください。 

● 公式スタート練習は、スタート規則の確認であり、飛び込み練習ではありません。マスターズ水泳のスタートは、 

①スタート台上、②スタート台横､③水中からのスタートが許されます。はじめて競技に出場する選手や飛込み練習
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をしていない選手は、安全面から、スタート台脇(デッキ)や水中からのスタートをお勧め致します。 

● レース中のアップ・ダウンは、電光表示板側のアップ・ダウンプールを使用してください。施設内のサブプール、

飛込みプールは、利用できません。 

● 招集所は、アップ・ダウンプール０レーン側プールサイドに設営します。原則出場レースの15分前から招集を開

始します。競技の進行状況を確認してください。遅れた選手は、棄権と見なしますので、遅れないように競技の進

行に注意してください。 

● スタート時の通告は、競技名と組数、レーン番号、名字のみを通告します。招集所で自己の組、レーンを確認し、

間違いのないようにして出場してください。 

● 競技結果は、電光表示及び速報掲示板（第２招集所付近選手ラウンジ）で行います。 

● ４００ｍ自由形においては、水中周回計（ラップカウンター）を使用します。残りの周回数(ターン回数)を自動

表示します。競技中は、タッチ板からの信号により自動的に周回数が減算され、『１』が最後の表示になります。

『１』の表示を見た後のターンが最終のターンになります。お間違えの無いようお願いします。 

 

６．スタートについて 

１．スタート台はバックプレート付スタート台を使用します。 

ウォーミングアップ時にバックプレート付スタート台を使用して必ず確認をしてください。 

スタート台の傾斜は、１０度です。スタート時に静止できるよう注意してください。 

バックプレート付スタート台に不慣れな選手は、安全面から、両足を揃えて飛び込むグラブスタートをお勧め致し

ます。 

レース時は、招集場より自レーンへ移動したら速やかにバックプレートの位置を調整してください。 

※審判長のホイッスル後にバックプレートの位置調整を行うことで競技が遅れた場合、競技の遅延行為として失

格になることがあります。 

２．退水は、原則次の泳者がスタートしてから横移動して退水してください。その際、タッチ板に触れないようくれぐ

れも注意してください。 

３．背泳ぎは、２５ｍ種目を除いてバックストロークレッジを使用することができます。 

５０ｍ・１００ｍ種目・メドレーリレーにおいては使用する場合、下記の通り折返監察員に使用する旨を申告して

ください。ご注意とご理解を、よろしくお願いいたします。 

＜５０ｍ・１００ｍ種目・メドレーリレーでバックトロークレッジを使用する選手＞ 

レーンに入場後、折返監察員に「バックトロークレッジを使用する」と伝える。 

バックストロークレッジを調整する場合は、設置後、速やかに行ってください。 

● バックストロークレッジの高さ調節は選手自身が行います。 

● バックストロークレッジのダイヤルは、水面からの距離を表しており、水面から±４cm の調節ができます。 

３．出発合図の号令は『take your marks』で行われます。 

公式スタート練習時に、出発合図の号令に慣れてください。また、『take your marks』の号令で必ず静止してくだ

さい。 

４．リレーの引き継ぎ時のスタートは、前泳者が手で壁にタッチしてから次泳者の足が離れなくてはなりません。 

引き継ぎでの失格にならないように十分注意してください。 

（引継ぎ判定装置による場合、－０.０３秒を超えると失格となります。） 

また、第２泳者以降が水中からスタートする引継ぎの場合は、レース前に審判長に申し出てください。 

 

７．異議について 

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 5,000 円を添

えて大会総務に提出してください。抗議書の内容を大会総務で検討し、裁定します。なお、抗議の申請は、チームの
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責任者に限ります。（一般選手からの抗議の申請はできません） 

 

８．表彰について 

● 10年連続・20回・30回出場表彰は、開始式冒頭に行います。対象者は、開始式前に通告席後方にお集まりくださ

い。 
● 出場選手全員に参加賞を授与します。 

● 種目別・年齢別・男女別の各１位から３位までの入賞者には賞状を授与します。 

● 受付の際、参加賞をお渡しします。賞状は、競技会終了後エントランスホールにて、お渡しできますので、忘れな

いようお願いします。なお競技会終了前にお帰りになるチームは、記録室に在中する表彰員までお声掛けくださ

い。 

● マスターズ日本記録を突破した選手に日本記録樹立証を授与します。 

● 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

を申請します。また、世界記録を達成された場合、泳者の生年月日を証明する「パスポートのコピーまたは、住民

票のコピー（３ヶ月以内のもの）」が必要となりますのでご準備ください。運転免許証、健康保険証は認めません。 

 

９．健康管理 

（１）参加者の健康管理は本人の責任とし、各自で十分留意してください。 

（２）各チームは所属する参加者に次のことを確かめてください。 

イ．医師の健康診断または自己申告に基づいて健康に異常がないこと。 

ロ．競技会当日前の１ヶ月間、週１回以上の頻度で水泳練習を行っていること。 

ハ．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理すること。（応急処置は行います。） 

ニ．「マスターズ水泳キーワード９」をよくご理解の上ご参加ください。 

 

マスターズ水泳キーワード９ 

 

 

 

 

 

公益財団法人日本水泳連盟医事委員会 

日本水泳ドクター会議 

一般社団法人日本マスターズ水泳協会 

 

 

 

 

１０．水着について 

本競技会においては、水着の規定を次の通りといたします。  

１．ＦＩＮＡへの世界新記録の申請、日本新記録の公認については、有効なＦＩＮＡ公認マークが付いた水着を着用し

て泳いだ記録のみを対象とします。（水着の確認を行います） 

２．素材については、繊維を中心とした水着とします。ラバー及び大きなパネル（空気を通さない素材）が貼ってある

水着は、禁止とします。  

３．形状については、水着が身体を覆う範囲を次の通りとします。 

① 男性はへそを超えず、膝までとする。 

マ マイペース ゆうゆう大きな ストローク 

ス 進んで受けよう メディカルチェック 

タ タイムより 楽しい水泳 健康づくり 

(ア) 頭を使って 泳ぎの工夫 

ズ ずっと前の 若さと力 あてにせず 

す 睡眠 食欲 体調チェック 

い いつも練習 あってこそ 楽しいレース 

え エイここで 退く勇気が 大人の水泳 

い いい笑顔 気力も充実 輝く高年 
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② 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。 

４．ＦＩＮＡの承認を受けていない水着でも使用可能とします。（ただし、素材、形状については、上記２．３．を守る

こと） 

① 重ね着は禁止とし着用できる水着は一枚とするが、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）などの使用は認めま

す。 

水着の規定についての詳細は、（一社）日本マスターズ水泳協会の規定に準じます。 

 

１１．その他 

（１）駐車場は、施設の駐車場、施設向かい側の悠久山公園第５(施設向かい側)・同６駐車場(長岡大学側)、を使用し、

マイクロバスは、第６駐車場(長岡大学側)に駐車願います。路上駐車は、厳禁とします。 

（２）ゴミ・空き缶などは必ず持ち帰ってください。（施設内にゴミ箱はありません）また、忘れ物は大会終了後、１週

間まで主管者が管理しまので、プールに問い合わせをしないでください。１週間が過ぎても問い合せがない場合

は、処分します。 

（３）会場配置は、メインプール（短水路２面仕様）を使用します。使用ない個所への立ち入りを禁止します。詳しく

は、会場図を参照してください。 

（４）施設の入退場は、正面入り口を利用してください。２階コンコース及び観覧席に行く場合は、必ず外履きに履き

替えてください。 

（５）飲食は、ウッドデッキ後方通路（１・２階）の選手控え場所及び観覧席出入口前のコンコース若しくは、屋外を

利用し、ウッドデッキ及び観覧席での飲食は、禁止します。 

（６）カメラ・ビデオの撮影については、必ず受付で許可証（１００円で交付）を受け携行してください。 

（７）喫煙については、施設敷地内禁煙ですので、敷地外で喫煙してください。 

（８）その他不明な点は、大会総務に問い合わせてください。 

 

１２．個人情報の取り扱いについて 

本大会でお預かりしたチーム情報ならびに個人情報は適切かつ慎重に管理し、紛失・漏洩がないよう努め、大会運営

と大会記録管理に関する業務に利用します。また、(有)東洋電子システムにプログラム作成を含むコンピュータ競技支

援を依頼しているため大会記録及び登録データを通知する以外の目的で利用することはありません。 

なお、ランキング等を(有)東洋電子システムホームページにて公開しますので、予めご了承ください。また、不要にな

ったチーム及び個人情報書類は責任もって破棄します。 

 

 

以上、チーム責任者は、各文書について参加選手全員に必ずご確認いただき、スムーズな大会運営に

ご協力頂きますようお願い申し上げます。 

 

問い合わせ先  

大会について、忘れ物等問い合わせは、 

  折田 俊一 携帯 090-2643-9203  FAX 0258-36-6472 

E-mail：niigatamasters@nct9.ne.jp 

携帯は、すぐに出られないことが多分にありますので、悪しからずご了承ください。 



No 性別 組数 時刻 種目数

1 女子 4x 50m メドレーリレー    1組 10:00 1種目

2 男子 4x 50m メドレーリレー    1組 10:05 4種目

3 女子   400m 自由形            1組 10:10 6種目

4 男子   400m 自由形            2組 10:19 11種目

5 混合 4x 25m メドレーリレー    2組 10:36 8種目

6 女子   100m バタフライ        1組 10:43 4種目

7 男子   100m バタフライ        2組 10:45 10種目

8 女子   100m 背泳ぎ            1組 10:50 7種目

9 男子   100m 背泳ぎ            2組 10:54 9種目

10 女子   100m 平泳ぎ            2組 11:00 9種目

11 男子   100m 平泳ぎ            2組 11:06 15種目

12 女子   100m 自由形            2組 11:12 14種目

13 男子   100m 自由形            4組 11:18 29種目

14 女子 4x 25m フリーリレー      1組 11:29 4種目

15 男子 4x 25m フリーリレー      2組 11:33 6種目

16 女子    25m バタフライ        3組 11:39 21種目

17 男子    25m バタフライ        4組 11:44 29種目

18 女子    25m 背泳ぎ            3組 11:50 22種目

19 男子    25m 背泳ぎ            2組 11:56 13種目

20 女子    25m 平泳ぎ            2組 12:00 14種目

21 男子    25m 平泳ぎ            3組 12:03 20種目

22 女子    25m 自由形            5組 12:08 40種目

23 男子    25m 自由形            4組 12:16 29種目

休　　　憩

24 女子 4x 50m フリーリレー      1組 13:15 3種目

25 男子 4x 50m フリーリレー      2組 13:20 5種目

26 女子   200m 自由形            1組 13:28 4種目

27 男子   200m 自由形            2組 13:34 11種目

28 女子   100m 個人メドレー      4組 13:42 27種目

29 男子   100m 個人メドレー      6組 13:55 41種目

30 女子 4x 25m メドレーリレー    2組 14:12 7種目

31 男子 4x 25m メドレーリレー    1組 14:20 4種目

32 女子    50m バタフライ        2組 14:23 10種目

33 男子    50m バタフライ        4組 14:27 27種目

34 女子    50m 背泳ぎ            2組 14:34 16種目

35 男子    50m 背泳ぎ            2組 14:39 13種目

36 女子    50m 平泳ぎ            2組 14:44 14種目

37 男子    50m 平泳ぎ            5組 14:49 35種目

38 女子    50m 自由形            4組 14:58 27種目

39 男子    50m 自由形            5組 15:05 33種目

40 混合 4x 25m フリーリレー      3組 15:15 10種目

競技終了予定 15:22

競　技　順　序

種 目



本部席

競技役員控室

選手・役員入口
競技役員入口
7:30まで

水深1.6ｍ

×通行

使用禁止

一般開放のため
使用禁止

選手通行禁止

メインプール

ＰＴ・通告

競技進行

アップ・ダウンプール

水深1.4m

大会・競技役員席

選手入場導線

（9レーン）

（0レーン）

飛込

スパッティング

使用禁止

×通行止

速
報

受 付

【注意】
・プール室内、選手控スペース、更衣室内は、土足厳禁

・サブプール、同プール更衣室、飛込みプールは、使用禁止

選
手
入
・
退
場
導
線

第2招集所

ジャグジー

使用可能

１階会場図（新潟県マスターズ水泳競技大会)

十日町TSC、ダッシュ新潟

エントランスホール

記録室

第1招集所

2

5

m

選

手

退

場

導

線

にいがた、上越MSC、アクシー亀田、セ・

NEXT、スイムあらい、アクシー中央、

ますらお、うおえいかい、大潟マーメイド、

ビジョンSC、NAS新潟、NWSC

選
手
入
場
導
線

役
員
受



２階会場図（新潟県マスターズ水泳競技大会)

選手控えスペースJSSジャンボ、ル・長岡、アスダックス、 小千谷SC、NSP、T&S新発田、 JSS長岡、越後闘泳会、アクシー巻、河童、

ミドジャ、つばめ、DLN佐渡、GR

鮫、佐渡愛泳、糸魚川SC

吉岡野口塾、チーム刈羽、D-

FLOW、ダッシュ新津、ダッシュ三

条、五八会ふそき

SCポルポ、scごろう、鮎泳、新潟

Swim、BlueBears、上越ASC、け

んかたばみ、上越YST、ダッシュ



大会会長 佐藤 良夫
大会副会長 馬場 正和 石川 志郎 横関 健一 渡邉 　強 大桃 正隆
大会顧問 竹田 貞康
大会委員長 金井 哲郎
大会副委員長 関川 芳人 礒部 達夫　 折田 俊一
大会委員 濱田 　毅 番場 真寿美 田中 博子 宮崎 めぐみ 本間 吉昭

中村 　核 村上 揚市郎 佐藤 浩子 松木　 保 鈴村 良枝
青木 健児 猪本 隆広 髙田 まゆみ 佐藤 陽子 黒﨑 和可子
村田 大樹 狩野 　薫 井上 博子 山田 嘉高 森野 和子
佐藤 賢二 内藤　 隆

役員長 金井 哲郎

競技進行 (主)三上  悟 真田 謙一郎

審判長 馬場 正和

副審判長 野口　剛

出発合図員 (主)関川 芳人 野沢 幸奨

泳法審判員 ◎ 磯部 達夫 高橋 明大 本間 吉昭
濱田 　毅 内山 悦子 吉澤 久雄

折返し観察員兼計時員 (主) 青木 健児 猪本 隆広 伊藤 啓子 森野 和子 佐藤 賢二
上村 千桃 山田 邦明 高田 まゆみ 林 　宏紀 遠藤 通良
石崎 陸人 神澤 恵子 安中 智子 内藤 京子 坂本 淳子
金子 美紗希 笹川 智也 山田 潤哉 東條 　浩 島田 実穂
清水 　巴 木村 優那 大関 颯太 秋山 志保子 辰口 正敏
新井 正美 星野 伸一

記録員･コンピュータ操作 (主)井比 　亨 小林 慎也 重原 隆志(東洋電子システム）

機械操作員 (主)中村 　核 山田 嘉高 内藤　 隆

速報員 (主)菊崎 美生 青木 萌子

招集員 (主)小島 孝之 狩野 　薫 番場 真寿美 井上 博子 田中 博子
佐藤 浩子 桑原いずほ 林　真梨瀬 新井 陽香

通告員　　 (主)斎藤 美恵子 石山 美穂 野口 智子

音響係 (主)真田 謙一郎 三上   悟

表彰員 (主)佐藤 陽子 富澤 弘子 川津 日出子

会場係 (主)樋口 玲子 鈴村 良枝

場内指令 折田 俊一

競技役員係 沢井 晶子

ライフセーバー 中野 悠渡 伊藤 雄大

救護員 村田 大樹

補助役員 市内高校生

競技会総務 馬場 正和 野口 　剛 濱田 　毅 青木 健児
中村 　核 井比 　亨 関川 芳人 磯部 達夫 折田 俊一

大会役員

競技役員



        1 人 1 枚受付に提出  必要事項に全て記載・チェックしてください 

        選手  ・  責任者  ・  付添者（介助者）・  競技役員（該当に○）

２０２１年 １０ 月  １７ 日 

※1 週間前より起床時に体温を計り記入してください。 

下記をご確認の上､２週間前からの該当するところに☑をお願いします。

□  平熱を超える熱がない 
□  咳・のどの痛みなどの風邪の症状がない 
□  だるさ（倦怠感等）・息苦しさ（呼吸困難）がない 
□  嗅覚や味覚の異常がない 
□  体が重く感じる、疲れやすい等がない 
□  新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触はない 
□  同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がない 

健 康 チ ェ ッ ク シ ー ト

※本票により収集した個人情報については、事務の目的を達成する上で必要なも
　のであり、個人情報保護条例に基づき適正に管理するとともに目的以外の利用
　・保有はいたしません。

℃ ℃ ℃

TEL

℃

□  過去 14 日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされて
　　いる国、施設等への渡航または当該在住者との濃厚接触はない

℃ ℃

氏名

個人ＩＤ

緊急時連絡先

10月15日(金) 10月16日(土)

℃

10月11日(月) 10月12日(火) 10月13日(水) 10月14日(木)

第３１回新潟県マスターズ水泳競技大会

お名前

当日の体温

チーム名

チームＩＤ


