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拝啓 新緑の候、貴チームにおかれましては、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。 

大会の詳細が決まりましたのでご案内致します。各チームより、参加選手一人一人にご連絡いただきま

すようお願い申し上げます。 

本競技会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、これまでの競技会とは異なる運営となる事

項が多数あります。主催者・主管団体としてスイマーの皆さまが健康で安心して泳げる環境を作ることに

全力で取り組みますが、安全な競技会の開催には、選手、チーム責任者、競技役員の皆さまの協力が不可

欠であり、これまで以上にルールの理解とマナー厳守が求められる競技会となります。今後マスターズ水

泳大会を継続的に開催していくためにも、本大会で感染者を出すことは絶対に避けなければなりません。

参加されるすべての皆さまが本案内の内容を必ずご確認のうえ、前向きな姿勢で競技会運営にご協力いた

だきますようよろしくお願いします。 

敬具 

 

【参加状況】 参加団体  １１５団体  参加選手 ２９６名（男子１７３名、女子１２３名）  

個人種目数 ５１６種目  リレー種目 ４９種目 

 

【日  程】  ２０２２年５月２２日 (日) 

 

【会  場】  高知市東部総合運動場屋内競技場（くろしおアリーナ）公認 ２５ｍ×９レーン 

高知県高知市五台山１７３６－１  ＴＥＬ：０８８-８７８-１１５０ 

 

【交  通】  ＪＲ「高知」駅より車で約１５分、「高知ＩＣ」より車で約１５分 

       土佐電鉄バス 

「はりまや橋」より「前浜行」・「パークタウン行」乗車、「東部球場前」下車 

       土佐電鉄空港連絡バス 

「高知空港」より約２０分、「古川」下車後、徒歩約２０分 

 

【開  場】 ７：３０    ※会場入口は、正面玄関のみとします。         

 

【ウォーミングアップ】 ７：３０～８：４５  【公式スタート練習】 ８：００～８：４５ 

 

【テクニカルミーティング】 ８：００ 

 

【競技開始】 ９：００   

 

【競技終了】 １５：２０      

 

 

 

 



【進行予定】 開会式・閉会式は行いません。世界記録・日本記録の表彰は行います。   

 競 技 種 目 予定時間  競 技 種 目 予定時間 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

 

女子４×２５ｍメドレーリレー 

男子４×２５ｍメドレーリレー 

混合４×２５ｍメドレーリレー 

女子１００ｍ個人メドレー 

男子１００ｍ個人メドレー 

女子２５ｍ自由形 

男子２５ｍ自由形 

女子２５ｍバタフライ 

男子２５ｍバタフライ 

女子２５ｍ平泳ぎ 

男子２５ｍ平泳ぎ 

女子２５ｍ背泳ぎ 

男子２５ｍ背泳ぎ  

女子２００ｍ自由形 

男子２００ｍ自由形 

女子２００ｍバタフライ 

男子２００ｍバタフライ 

女子２００ｍ平泳ぎ 

男子２００ｍ平泳ぎ 

女子２００ｍ背泳ぎ 

男子２００ｍ背泳ぎ 

女子２００ｍ個人メドレー 

男子２００ｍ個人メドレー 

女子４×５０ｍメドレーリレー 

男子４×５０ｍメドレーリレー 

混合４×５０ｍメドレーリレー 

 

９：００ 

９：０５ 

９：１０ 

９：１３ 

９：２８ 

９：４１ 

９：４９ 

９：５８ 

１０：０４ 

１０：０８ 

１０：１３ 

１０：１８ 

１０：２４ 

１０：２７ 

１０：３６ 

１０：４７ 

１０：５３ 

１０：５８ 

１１：０３ 

１１：１３ 

１１：１９ 

１１：２５ 

１１：３０ 

１１：３９ 

１１：４３ 

 

 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９

５０

５１

５２ 

女子４×２５ｍフリーリレー 

男子４×２５ｍフリーリレー 

混合４×２５ｍフリーリレー 

女子１００ｍ自由形 

男子１００ｍ自由形 

女子１００ｍバタフライ 

男子１００ｍバタフライ 

女子１００ｍ平泳ぎ 

男子１００ｍ平泳ぎ 

女子１００ｍ背泳ぎ 

男子１００ｍ背泳ぎ 

女子４００ｍ自由形 

男子４００ｍ自由形 

女子４００ｍ個人メドレー 

男子４００ｍ個人メドレー 

女子５０ｍ自由形 

男子５０ｍ自由形 

女子５０ｍバタフライ 

男子５０ｍバタフライ 

女子５０ｍ平泳ぎ 

男子５０ｍ平泳ぎ 

女子５０ｍ背泳ぎ 

男子５０ｍ背泳ぎ 

女子４×５０ｍフリーリレー 

男子４×５０ｍフリーリレー 

混合４×５０ｍフリーリレー     

競技終了予定時間 

１２：２０ 

１２：２３ 

１２：２５ 

１２：２７ 

１２：３３ 

１２：４２ 

１２：４５ 

１２：５１ 

１３：００ 

１３：０６ 

１３：１０ 

１３：１６ 

１３：３３ 

１３：５３ 

１４：０２ 

１４：２９ 

１４：３４ 

１４：４４ 

１４：４８ 

１４：５５ 

１４：５９ 

１５：０６ 

１５：０８ 

１５：１０ 

１５：１４ 

１５：１８ 

１５：２０       

※ 進行予定は、あくまで予定時刻であり、実際の進行状況に応じて変わります。必ず競技状況をご確認の

上、招集に遅れないようにしてください。選手控え場所では競技進行状況がわかりません。ご注意くだ

さい。 

 リレーオーダー変更 締め切り時間  
 

 

 

 

 

 

 

 

１.ＩＤカードについて 

（１）参加選手は、２次要項と一緒に届くＩＤカードを必ず受け取ってください。ＩＤカードは、参

加選手であることを証明する大切なものです。プールへの入場時、招集受付、賞状の受け取り

の際など、大会期間中に必要にとなりますので、首から下げるなど会場で見える位置に必ず携

帯してください。 

（２）ＩＤカードの紛失および忘れた場合は受付デスクにて再発行してください。再発行料５００円

が必要となります。 

●(No.１・２・３) 女子・男子・混合 ４×２５ｍメドレーリレー ８：００ 

●(No.２４・２５・２６) 女子・男子・混合 ４×５０ｍメドレーリレー １０：００ 

●(No.２７・２８・２９) 女子・男子・混合 ４×２５ｍフリーリレー  １１：００ 

●(No.５０・５１・５２) 女子・男子・混合 ４×５０ｍフリーリレー １３：３０ 

※上記、リレーオーダー変更締め切り時間までにオーダー変更用紙を受付デスクへ提出してください。

リレーオーダーは変更時のみご提出ください。変更は１度のみとします。 
 



２．受  付 

（１）チーム受付は、各チームの代表者が行ってください。プログラム(お申込者のみ)・参加賞をま

とめてお渡しします。 

（２）入場口にて、ＩＤカードチェック、検温、健康チェックシートの確認を行います。 

（３）以下に該当する方は入場できません。 

①大会前１４日間において以下の事項に該当する方。 

〇３７．５度を超える発熱がある 

〇咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある 

〇だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある 

〇嗅覚や味覚の異常がある 

〇身体が重たく感じる、疲れやすい等の症状がある 

〇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ある 

〇同居家族や身近な知人に感染が疑われる 

〇過去１４日間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、  

地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある 

②健康チェックシートを提出されない方。 

③当日①の症状がある方。 

④入場時の検温により３７．５度以上ある方。 

⑤ＩＤカードのある選手、チーム責任者、競技役員以外の方（応援者、付添者、観覧者は  

 入場できません）。 

⑥マスクを着用していない方（会場内ではレース時を除き、常時着用してください）。 

⑦新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に協力しない方。 

 

３．競技方法 

（１）本大会は、(一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則り実施します。 

（２）年齢は、暦年齢（２０２２年１２月３１日現在の満年齢）とします。 

（３）競技は、男女別（混合リレーを除く）、年令区分別のタイムレース決勝とします。 

   ２５ｍ・５０ｍの各種目は、エントリーに従い男女別・年齢区分別に組み分けを行い、高年

齢から低年齢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

複数の年齢区分で組み分けを行う組もあります。また、２００ｍ以上の種目は、男女別・エ

ントリータイム順に組み分けを行い、遅い組から速い組への順で行います。 

（４）エントリータイムは申込み時に申告されていますが、競技進行を速やかに行う上で明らかに

申告タイムが違う場合（１分以上）は訂正用紙に記入の上、受付デスクへ提出してください。 

＜スタートについて＞ 

（１）メインプールでの水浴びは禁止です。水浴びは 1 レーン側プールサイドに用意されている

「水浴び用バケツ」をご使用ください。 

   （２）前の組がスタートしたらスタート台の後ろに立ち、計時員にＩＤカードを提示してレーンを

確認してください。組・レーンを間違うと失格となります。 

○荷物は、スタート側に設置されている脱衣かご（荷物置き場）へ置いてください。衣類な

ど は直接脱衣かごへ入れることのないよう袋へまとめてください。 

○脱衣かご（荷物置き場）へ荷物を置く際にマスクを外してください。外したマスクは直接

脱衣かごへ入れることのないよう袋へまとめてください。 

（３）マスターズ水泳では背泳ぎ以外の種目は、①スタート台上、②プールデッキ、③水中から、

スタートすることができます。初めて競技に出場する選手や飛び込みの練習をしていない選

手は、安 全上の理由により、プールデッキや水中からのスタートをお願いします。 

（４）リレーの第２泳者以降で水中からスタートを希望される方は必ず審判長への許可が必要です。

許可なく水中からスタートした場合は、失格となる場合がありますので、予めご承知置きく

ださい。 



  尚、世界記録に挑戦するリレーチームはＦＩＮＡのルールが適用される為、第 2泳者以降が

水中からスタートした場合、世界記録は認められません。 

（５）スタートが初心者の方はコーチの指導の下にお願いします。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。深く飛び込むことのないようお願いし

ます。 

＜プールからの退水方法＞ 

（１）競技役員の指示に従い、他のレーンの泳者を妨害することのないよう、またタッ チ板に触

れることのないよう注意し、横から退水してください。 

（２）退水は、競技役員の指示に従い、横へ移動（１～３レーンの泳者は１レーン横、４～６レー

ンの泳者は６レーン横）してください。 

（３）リレーの際は第４泳者が泳ぎ切るまでレーンロープにつかまり水中で待機し、競技終了後、

速やかに横へ移動し退水してください。 

（４）退水後は、荷物を取り、速やかにマスクの着用をお願いします。他の人の荷物と取り間違え

ない ようにご注意ください。 

 

４．招   集 

（１）招集所は、プールターン側で行います。 

（２）招集所へは、２５ｍ種目は自分の出場する種目・組の５レース前までに、その他の種目は３

レース前までにお集まりください。 

（３）招集所では「第○組」と呼ばれます。自分の出場する組であれば招集員にＩＤカードを提示

し、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。競技

の進行をご確認の上、招集遅れのないようにご注意ください。※最初の種目は競技開始１０

分前より招集を開始します。 

    ＜よくある間違い＞ 

     前の組で同じレーンの選手が棄権していた場合、招集又はレーンの後ろに並ぶ際、前につ

めてしまう方がいます。必ず泳ぐ前に同じ組で泳ぐ選手を確認しておくなど間違いがない

ようにご自身で確認してください。 

（４）リレー種目では、招集所で出場者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。 

（５）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。 

 

５．リレー種目 
（１）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受付   

デスクへご提出ください。変更のない場合は、提出の必要はありません。 

  （２）変更は１度のみとなります。エントリータイム及び年齢区分の変更はできません。 

（３）同一リレー種目には、年齢区分に関わらず一人１回しか出場できません。 

（４）リレーオーダー提出後の泳者および泳者の順序の変更は認めません。 

（５）オーダー変更の際、個人種目に出場している方以外の出場は出来ません。 

（６）棄権する場合は棄権用紙に必要事項を記入の上、受付デスクへ提出してください。 

６．水着等について 
国内で行われる(一社)日本マスターズ水泳協会公式・公認競技会においての水着の規定は日本マス

ターズ協会ホームページにて確認してください。 

 

 

 

 

 



７．表    彰 

（１）出場選手全員に参加賞および（一社）日本マスターズ水泳協会公認記録証を授与します（記

録証は日本マスターズ水泳協会ホームページより会員サイトにログインし、責任者または選

手本人が出力してください）。 

（２）個人種目は男女別・種目別・年齢区分別の各上位８位まで賞状を授与します。リレー種目は

男女別・種目別・年齢区分別の各上位３位で賞状を授与します。 

（３）ランキング発表後入賞者は、賞状引渡所にて各自賞状を受け取ってください。その際、ＩＤ

カードを提示してください。 

（４）マスターズ日本記録を突破した選手を表彰し日本新記録樹立証を授与します。 

（５）マスターズ世界記録を突破した選手を表彰し世界新記録樹立証を授与します。 

（６）日本記録・世界記録を樹立された方は、性別・生年月日証明書類※のコピー提出が必須とな

りますのでご準備ください。 

       ※ 性別・生年月日証明 対象書類（協会へ提出履歴のある方は不要です） 

 世界記録：パスポート、住民票（3 ヶ月以内）  

日本記録：パスポート、住民票（3 ヶ月以内）、運転免許証、マイナンバーカード 

（７）チーム代表者の方が、出場者の賞状を代わりに受け取ることはできません。 

 

８．申告／異議申し立て 

＜申告＞ 

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時間前までに受付デスク

へ申告してください。審判長が確認のうえ、判断します。 

「出場申告用紙」が必要な申告 

（１）テープ等をされる方 

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 

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（世界記録に挑戦コールの申告） 

世界記録に挑戦する選手で競技中の挑戦コールを希望される場合。 

※希望しない場合は申告不要です。 

＜異議申し立て＞ 

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、そのランキング発表後３０分以内に抗議書

に内容を記載し、抗議料５,０００円を添えて受付デスク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、チームの責任者に限られます。（一般選手から

の抗議の申請は出来ません。） 抗議内容が承認された場合は抗議料を返金いたしますが、抗議内

容が却下された場合は抗議料を返金しません。なお、チーム等により撮影された映像を裁定に使用

することは出来かねますのでご理解の程お願いします。 



その他、違反内容の問い合わせについては、規定用紙に記入の上、受付デスクにお申し出ください。 

 

９．施設上の注意 

（１）会場内では、  

○ こまめに手指消毒を行ってください。  

○ レース時以外は、必ずマスクを着用してください。  

○ 応援や声援、対面しての会話はおやめください。  

○ 人との距離（ソーシャルディスタンス）を確保してください。  

（２）会場内の動線・使用禁止エリアなどのルールを守ってご利用ください。個別対応は致しかね

ますのでご了承ください。 

（３） 各自でマスクの予備をご持参ください。会場内での販売・配布はありません。 

（４）プールサイドでの飲食・喫煙は禁止です。また、館内での喫煙も禁止です。ご遠慮ください。 

（５）ごみは各チームで必ず持ち帰ってください。ごみ袋はご持参ください. 

（６）プールサイド内は土足禁止です。素足又は上履きをご利用ください。 

（７）プールサイド・更衣室以外での水着姿での利用は禁止となります。 

 

１０．アップ・ダウンレーンについて 

（１）競技会中は８・９レーンを常時アップ・ダウンレーンとして開放します。 

（２）飛び込みは禁止とします。。 

 

１１．選手控え場所の利用について 

（１）控え場所は、ソーシャルディスタンスを確保しながら、譲り合ってご利用ください。 

（２）選手控え場所は、プール観覧席・プールサイド（本部席反対側）・ランニング走路となりま

す。一人でも多くの方がご利用いただけるように、チーム・個人で譲り合ってご利用くださ

い。 

 

１２．更衣室の利用について 

（１）更衣室のロッカーはプール用を各自でご利用ください。（10 円リターン式） 

（２）更衣は必ず更衣室で行ってください。 

（３）プールサイドへ荷物を持っていく場合は、レース時に脱衣かごへ直接荷物を入れることのな

いよう各自で袋をご持参ください。 

（４）使用したロッカーは、使用後に消毒を行ってご退館いただくようご協力をお願いします。ア

ルコールシートなどはご持参ください。 

 

１３．健康管理 

（１）大会中の健康管理は本人の責任とし、自身の体調には十分留意してください。 

水分不足には特に注意し、こまめに水分補給をしてください。 
（２）会場内で体調不良や怪我をした場合は、救護席（本部席横）にて応急処置を行   

います。 

（３）当日、自身の体調に不安を感じたら来場いただかないようお願いします。到着

後に体調に不安を 感じることがないよう、来場前の判断は慎重にお願いしま

す。 

（４）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カ月間、週１回以上の水泳練習を行うこと。  

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。 



（５）マスターズ水泳キーワード 9 の実践をお願いします。 

（６）大会期間中、大会医務委員により出場停止を勧告された場合は、その指示に従  

ってください。 

１４．カメラ・ビデオ・携帯電話撮影許可について 

（１）撮影許可証は発行しません。 

（２）カメラ・ビデオ・携帯電話で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

ください。 

（３）フラッシュを使っての撮影は競技に支障が出るため、お控えください。 

（４）ターンサイドからの写真撮影は禁止です。 

 

１５．会場内での撮影について 

本競技会において、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

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の侵害となりますので注意

してください。 

 

１６．個人情報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。 

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の媒体に掲載します。 

②肖像       競技会報告としてホームページの媒体に使用します。 

 マスターズ水泳の普及活動のために以後各種媒体に使用します。 

 競技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主

催者・主管団体に帰属します。 

 

１７．エントリー料の入金について 

大会終了後、エントリー料を指定の期日までに下記の口座にお振込みください。  

※振り込みはチーム責任者が取りまとめて行っていただくようお願いします。 

その際、振込人名義は【チーム ID＋チーム名】としてください。 

※振込手数料は各チームでご負担ください。 

※振込金額に相違があった場合の返金は、振込手数料を差し引いた金額となりますのでご了承く 

ださい。 

※当日棄権した場合でもお振込みが必要です。 

※指定の期日までに振り込みがない場合、今後の大会参加をお断りすることがあります。 

振込期間  ２０２２年５月２３日（月） ～ ６月２３日（木） 

振 込 先  四国銀行 潮江（うしおえ） 支店 

            口座番号：普通 ５１２８３０９ 

            口 座 名：一般社団法人高知県水泳連盟 事務局長 竹村和洋 

 

１８．その他 
（１）お申込みのランキングは後日チームへお送りします。 

（２）プログラムの当日販売は１，０００円となります。 

（３）貴重品は、個人またはチーム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。 



（４）大会期間中は忘れ物のないように毎日確認ください。大会受付での忘れ物の管理は行わず、

競技終了後に残った忘れ物は廃棄処分します。 

（５）お申し込み時に申告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

の際に高知県水泳連盟で使用します。これらの目的以外で使用することはありません。チ

ーム責任者の方も下記のとおり、準備をお願いします。 

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されない場合 

大会当日、緊急時に選手のご家族等に連絡が取れるよう準備してください。 

※ 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。 

    （６）大会会場内にて、主催者の許可なく営利活動や販促物等の配布、集客活動等を行うことは

禁止します。 

    （７）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は、「参加賞」

「プログラム（申込み分）」はチームへお渡ししますが、エントリー料は返金できません。 

    （８）当日の棄権者はチームでまとめて棄権申し出用紙に記入の上、受付デスクに提出してくだ

さい。 

    （９）今後の社会情勢により大会開催にあたり変更点がある場合は、高知県水泳連盟ホームペー

ジに掲載しますのでご確認ください。 
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