
第１回 西九州マスターズ水泳フェスティバルのご案内 

（二次要項） 

 

第１回 西九州マスターズ水泳フェスティバルの詳細が決まりましたので 

ご案内いたします。内容を熟知の上、ご参加ください。 
 

【当日のご案内】 

① 駐車場について 

温水プールの駐車場は高速道路工事のため利用できません。お近くの有料駐車場をご

利用ください。マイクロバスでお越しのチームは、駐車場については事務局までお問

い合わせください。 

② 受付について 

会場に到着されましたら、必ずチーム受付をしてください。 

   〈チームで準備するもの〉 

    ・健康チェックシート(12 月 7 日から当日まで検温すること) 

    ・誓約書(提出していないチーム) 

    ・不足・過払い金があるチームは受付の際に行います。 

  〈配布物〉 

    ・ID カード(健康チェックシートを提出していただいた方かどうかを判断するた

めの「入館パス」になります。出入り口で必要となりますので、外に出られる

際は必ず持っていってください。) 

    ・注文いただいた方への「抽選番号付きプログラム」 

    ・撮影許可書 

    ・参加賞 

    ・プログラム(チーム１部) 

    ・弁当引換券 

③ 観客について 

本大会での観客の制限は行いません。当日応援に来られる方に関しては、新型コロ

ナウィルス感染症対策として、必ず受付で検温と住所・氏名記入を行い、「観客パ

ス」を受け取ってご入館いただきたいと思います。再度入館される際は、出入口に

て必要となります。ご協力よろしくお願いします。 

④ 記録について 

本大会は、第１回大会となるため、日本マスターズ水泳協会への登録の有無にかか

わらず１位になられた選手の記録が大会記録として残ります！ 

⑤ 昼食について 

会場近くにコンビニ等はございません。予めご承知おきください。（弁当を追加で注

文される際は、12 月 13 日までに事務局までお問い合わせください。） 

     佐世保マスターズ水泳協会事務局 0956-46-6868 

 



⑥ 出店について 

   会場では、地域の特産品等お土産としてご利用できるお店を出店いたします。ま

た、大会記念グッズ（T シャツ・スイムキャップ各 50 枚限定・午前中のみ）も販

売いたしますので、是非ご利用ください。 

⑦ 抽選会について 

   10 時半から、ご購入いただいたプログラムに付いた番号で、 

豪華賞品が当たる 大抽選会 を開催いたします。 

   まだ、購入されていない方は是非ご注文ください！ 

   プログラム前売り 1,000 円、当日 1,200 円 

※抽選会要領 

   ・10 時半を過ぎましたら、切りの良いところで競技を中断します。 

   ・一等、二等の抽選をプールサイドで行います。ﾄﾞｷﾄﾞｷ… 

   ・三等以降の当選者は抽選会終了から 30 分後、正面玄関に掲示します。 

   ・当選された方は、抽選番号付きプログラムを持参し、賞品交換所までお越しくだ

さい。 

⑧ 交流会について 

   大会前日の交流会についてですが、日本マスターズ水泳協会本部から来られるスタ

ッフの方も参加していただけることとなりました。 

   まだ、交流会に参加申し込みされていない方々！ 

   是非、この機会に一緒に交流を深めてみませんか？ 

  お申し込みを希望される方は、事務局までお問い合わせください。 

     佐世保マスターズ水泳協会事務局 0956-46-6868 

 

 

 

 

 

   交流会チケットのご利用方法 

・バルチケット 5 枚セット 

・12 月 18 日(土)昼 12 時から夜 10 時頃まで利用可能。 

・チケット 1 枚で１おつまみ＋１ドリンクです。 

・中心街約 35 加盟店で使えます。(同じ店で数枚使ったり、友達とシェアもアリ⁈) 

・チケットが余った場合は、参加店で１枚 780 円分のお食事券としても利用できま

す。12 月 19 日～26 日まで利用可能。 

・交流会に申し込みされた方には、改めてチケットと案内を送付します。 

⑨ 宿泊について 

宿泊を申し込みいただいた方は全員佐世保ワシントンホテルです。 

当日は直接ホテルにお越しください。チェックインは 15:00 からです。 

・佐世保ワシントンホテル 

 〒857-0834 

  長崎県佐世保市潮見町 12-7 TEL0956-32-8011 

佐世保マスターズ水泳協会販売価格 

一冊 3,800 円 
前売り 3,900 円、当日 4,400 円 

交流会 

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 

17 時くっけん広場 



 

【日程】 ２０２１年１２月１９日（日） 

午前 午後 

開 場 

ウォーミングアップ 

監督会議 

公式スタート練習 

開 会 式 

競 技 開 始 

７：４５ 

７：５０ 

８：３０ 

8:45～9:00 

９：１５ 

９：３０ 

競技開始 

競技終了予定 

閉会式 

閉館予定時間 

１２：３０ 

１３：４５ 

１４：００ 

１５：００ 

抽選会 

当選番号発表 

10:30(予定) 

11:30(予定) 

 

【競技上の注意】 

１ 一般社団法人日本マスターズ水泳協会競泳競技規則を準用します。 

２ 年齢は、暦年齢（２０２1 年１２月３１日現在の年齢）とします。 

３ 一部男女合同や年齢合同で行う種目があります。また、当日棄権者が出た場合は、そ

の場で合同にする場合がありますので予めご承知おきください。 

５ 招集について 

① 招集は正面玄関を入ったところで行います。（招集所①） 

② 招集に遅れ、審判長のスタート合図に間に合わなかった場合は棄権となります。 

③ マスクは泳ぐ前まで着用してください。脱衣かごが一つしかありませんので、で

きるだけ袋を持参しその中に収納してください。袋の取り間違いがないよう、見

える場所に目印や名前を記載してください。 

６ プールからの退水方法 

① ゴール後は速やかに退水してください。競技役員の指示に従い、他のレーンの泳

者、次の組の泳者を妨害することのないよう、また、ゴールしていないレーンのタ

ッチ板に触れることのないように注意してください。 

② 退水後は、競技運営に差し支えないよう移動してください。  

７ ウォーミングアップ／スタート練習 

① 本会場にはサブプールはございません。 

② ウォーミングアップは開会式 1５ 分前まで利用できます。 

③ 公式スタート練習は、８：４５～９：００までとし、第２～６レーンを使用しま

す。第１・７レーンは常時アップ専用レーンとします。スタートが初心者の方はプ

ールデッキまたは水中からスタートしてください。安全面で問題があると判断した

際は中止する場合もあります。 

④ スタート練習は、スタート側からの一方通行とします。 

⑤ 午前中の競技終了後から午後の競技開始５分前まで、ウォーミングアップは可能で

す。大会終了後は、閉会式の間までクールダウン１０分程度が可能です。 

 

 

 



 

８ 表彰 

① 当日の速報は正面玄関に貼り出します。 

② １位から３位までに入賞された選手には、賞状を配布します。 

③ 株式会社 エレナ 様より、エレナ特別賞を授与します。 

   ※選考基準は実行委員会で決めさせていただきます。 

９ 申告 

① テープ等（テーピングテープ・絆創膏）は原則として禁止です。指や関節を固定す

るテーピング、筋肉を補強するテープ等は申請があっても許可できません。 

② 出場に介助が必要な場合は、自ら帯同するよう案内しています。その際、介助者は

招集席からスタート席まで選手につ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等は不可） 

＜異議申し立てについて＞  

競技開始前にわかった事柄についてはその競技の出発合図の前までに、競技の失

格内容や状況等に異議がある場合は、そのレース終了後 30 分以内に抗議書に内容

を記入し、抗議料５，０００円を添えて大会受付に提出してください。抗議書の内

容を大会総務で裁定します。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の返金は致しません。  

10 館内 

館内は土足禁止とします。内履きと外履きの区別をつけてください。履物等を入れ

る袋を各自ご準備ください。出入口でもビニール袋を配布しますので、各自で保管し

てください。 

11 選手席 

選手席は、プールサイド及び二階観覧席となります。観覧席では、絶えず人との距

離を取ってください。座席を利用する際、ご自身で消毒をし、ご利用ください。ご利

用後も消毒をお願いします。館内は狭いため、あらかじめチームごとの控え場所は指

定させていただきますので、場所取の必要はございません。詳しくは会場図をご覧く

ださい。 

大会終了後は速やかにご退館ください。 

12 カメラ・ビデオ・携帯電話等の撮影許可について 

大会では、事前に撮影許可書(200 円)を発行しております。当日必要な方は、受付

にて許可証を発行しますので、ご利用ください。その際、身分の証明できるものの提

示と住所・氏名の記名をお願いすることとします。 

観覧席・プールサイドでの撮影は自由としますが、競技等に差し支えないようお願

いします。また、競技役員より指示を受けた場合はその指示に従ってください。また

不審な人物を確認した場合は、競技役員へお知らせください。 

1３ 貴重品の管理について 

貴重品は、個人で管理してください。盗難等がございましても 一切責任は負えま

せん。更衣室のロッカーは鍵がかかりますので、そちらをご利用ください（1００円

専用、利用後戻ってきます。お取り忘れの無いようご注意ください）。 

 



 

16 その他 

① 忘れ物のないように注意してください。忘れ物は大会受付にて保管しています。大

会 終了後１週間で廃棄処分します。衛生的に持ち帰れない忘れ物は当日処分させ

ていただきます。 

② お申し込み時および個人種目申込書に記入の大会当日緊急時の連絡先については、

事故・怪我の発生など万一の際に実行委員会で使用します。これらの目的以外で使

用することはありません。 

※ 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です。 

③ 不可抗力による中止の際の対応 

     大会当日、社会情勢ならびに天変地異の不可抗力により中止になった場合、申込

料は返金できません。 

④ 貴重品は、個人で管理してください。盗難等がございましても 一切責任は負えま

せん。更衣室のロッカーは鍵がかかりますので、そちらをご利用ください（1００

円専用、利用後戻ってきます。お取り忘れの無いようご注意ください）。 

⑤ 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、以下のとおりです。 

＜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等の媒体に掲載します。 

＜肖  像＞  大会報告としてホームページ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佐世保マスタ

ーズ水泳協会に帰属します。 

⑥ 大会中の健康管理は、本人の責任とし、ご自分の体調には十分留意してください。 

⑦ 当日ご自分の体調に不安を感じたら棄権してください。また、仲間の方も棄権を勧

めてください。発熱などを感じた場合は速やかに競技役員にご連絡ください。 

※ 万一に備え、保険証のコピーをご持参ください。 

 

 


