
第 26 回サクラマスターズスイミング選手権 

主 催 横浜サクラスイミングスクール 

主 管 横浜サクラスイミングスクール 

公 認 一般社団法人 日本マスターズ水泳協会 

公認番号 ２２－１３８ 

日 時 2022 年 9 月 25 日（日） 

開 場 横浜国際プール サブプール（25m×8 レーン） 

  横浜市都筑区北山田 7 丁目３番 1 号 

 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点および参加条件】 

 競技会の開催にあたり、スイマーの皆様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たいと考

えております。また、競技会の安全な開催には、出場される選手の皆様、ご協力役員の皆様、おひとりおひとり

の協力が不可欠であり、これまで以上にルールとマナーが求められる競技会になることが必至です。ご協力をよ

ろしくお願いいたします。  

 １）チーム責任者の皆様へ 

申し込みにあたり、全参加者が本要項の内容を了承していることを必ず確認しお手続きください。なお、申

し込み状況により安全を確保できないと判断した場合には、申し込み期間中でも締め切ります。 

 ２）参加者の皆様へ 

本要項の内容を必ず確認し了承のうえ、感染拡大防止対策に積極的にご協力いただきますようお願いい

たします。 

  



【本競技会への参加条件】  

下記の（1）～（3）の事項を確認・承諾のうえで申し込みをお願いいたします。 

（1） 下記の方は入場および競技出場ができません。 

①大会日直前 2 週間において以下の事項に該当する方。 

✓ 過去 14 日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。  

✓ 37.5 度を超える発熱がある  

✓ 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がある 

✓ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある 

✓ 臭覚や味覚の異常がある ・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状がある 

✓ 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 

✓ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる 

②第二要項でご案内する「健康チェック表」を当日入場時に提出されない方。 

③当日に①の症状がある方。  

④入場および招集での検温（非接触体温計およびサーモグラフィー）により 37.5 度以上 ある方。 

⑤選手・チーム責任者・競技役員以外の方。 

⑥マスクを着用していない方。（ウォーミングアップ・競技・クールダウン中は除く）  

⑦感染拡大防止(３密対策)に協力しない方。  

（2） その他の下記の注意事項についてお守りください。 

①入場の際は必ず手指消毒を行ってください。 

②チームへのロッカーの貸し出しは行いません。荷物は自己で管理をお願いします。 

③応援や声援および対面しての会話はご遠慮ください。 

④感染拡大防止のため、通行方法やゾーン、ウォーミングアップ時間・方法などの様々な規制 がありますの

で、必ず主催者および競技役員の指示に従ってください。 

⑤絶えず人との距離を取るようにしてください。 

⑥参加者や種目において時間が変更になる場合がありますので、案内をこまめに確認して ください。 

（3） 個人の棄権、大会の中止について  

①国･都道府県において、県境をまたぐ往来の自粛要請が一地域でも出た場合は中止いたしま す。 

②大会期間中に感染が認められた場合には、その時点で大会を中止いたします。 

③万一大会が中止となった場合のエントリー料の扱いについては、本要項、その他の項をご確認ください。 

④申し込み後の出場取り消し、当日の棄権については理由の如何に関わらず返金いたしません。 

  



1. 競技方法  

（1） 本競技会は（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。  

（2） すべて男女別・年齢区分別タイムレース決勝とします。ただし、競技者が１人だけで泳ぐことを防ぎ、 か

つ競技レーンを満たすために年齢区分を組み分けることがあります。  

（3） 競技は、女子・男子の順で行い、原則として年齢区分別の仕分けに従い、高年齢から低年齢、タイムの 

遅い組から速い組で行います。但し、競技進行上の理由により一部複数の年齢区分で組分けを行う場 

合があります。２００m 種目は、年齢区分に関係なくエントリータイム順に組分けを行い、タイムの 遅い

組から速い組で行う場合があります。  

 

2. 参加資格 

（1） 競技会申し込み時までに、（一社）日本マスターズ水泳協会の２０２２年チームおよび競技者登録を完了 

された方。  

（2） マスターズ水泳のモットーを理解した健康な方で、定期的な練習を実践し、自らの責任において本要項

の記載内容を了解された方。  

（3） チームの参加者数が 5 名以上の場合は、参加者数に応じた競技役員を選出してください。  

（4） 「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点」を必ず確認し、遵守してください。  

 

3. 競技種目 

種目（男・女） 距  離 

自由形 25m・50m・100m・200m 

背泳ぎ 25m・50m・100m 

平泳ぎ 25m・50m・100m 

バタフライ 25m・50m・100m 

個人メドレー 100m・200m 

 

4. 競技順序 

1. 100m 個人メドレー 

2. 100m 自由形 

3. 100m 背泳ぎ 

4. 100m 平泳ぎ 

5. 100m バタフライ 

6. 200m 個人メドレー 

7. 25m 自由形 

8. 25m 背泳ぎ 

9. 25m 平泳ぎ 

10. 25m バタフライ 

11. 200m 自由形 

12. 50m 自由形 

13. 50m 背泳ぎ 

14. 50m 平泳ぎ 

15. 50m バタフライ 

 

5. 年齢区分 

区分 18 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

年齢 
18 
↓ 
24 

25
↓ 
29 

30
↓ 
34 

35
↓ 
39 

40
↓ 
44 

45
↓ 
49 

50
↓ 
54 

55
↓ 
59 

60
↓ 
64 

65
↓ 
69 

70
↓ 
74 

75
↓ 
79 

80
↓ 
84 

85
↓ 
89 

90
↓ 
94 

95
↓ 
99 

100
↓ 
104 

以降同様に 5 歳ごと 



6. 出場制限 

（1） 複数のチームに登録している場合は、いずれか 1 チームからの申し込みに限ります。  

（2） 個人種目は１日２種目までとします。  

（3） エントリー締め切り後の種目等の変更はできません。WEB で申し込み後、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。 

 

7. 健康管理条件 

（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よう十分留意してください。 

（2）  チーム責任者は、所属する出場選手に以下のことを確かめてください。  

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。  

（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、その指示に従ってください。  

（4） 競技会当日、入場時に「健康チェックシート」を提出すること。詳細は 2 次要項にて案内します。 

 

8. 申告が必要な方 

（1） 以下の項目に該当する場合は、申し込み時に申告すること。 

① 障がい等により競技出場のために招集後も介助者の同行もしくは補助具（車いす・杖等）の使用が 必

要な競技者。 

② 認定された障がいをお持ちの部位による泳法違反を回避したい競技者。 

※ （1）で申告された方も競技会当日確認が必要となる。 

※ 内容を確認して、許可・不許可の判断をする。なお、診断書や障がい者手帳の提示を求める場合

がある。 

③ 責任者ＩＤが２名分必要な場合は申し込み時に申請が必要。  

 

9. 表彰・参加賞 

（1） 出場者には参加賞をお渡しします。  

（2） 公認された記録は、（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページより会員ログインし、チーム責任者ま

たは競技者本人が公認記録証として出力することができます。 

（3） ＦＩＮＡ承認水着を着用し、マスターズ水泳日本記録を樹立した競技者またはチームに日本新記録樹立

証を、 マスターズ水泳世界記録を樹立した競技者またはチームに世界記録樹立証を授与します。 

  



10. 申し込み（申し込みは WEB のみとなります） 

（１） 以下の誓約項目に同意し、申し込むものとする。 私は、  

① 開催要項に記載の事項を了承し申し込みます。  

② 医師の診断に基づき、健康管理に十分配慮し良好な健康状態で本競技会に出場します。 

③ 競技会期間中、大会医務委員より出場停止の勧告があった場合、その指示に従います。 

④ 本競技会の出場にあたり、定期的に週 1 回以上の水泳練習を行っています。 

⑤ 競技会期間中の事故については自己責任において処理し、主催者側の責任を問いません。 

⑥ ホームページに氏名や競技結果および大会時の映像を掲載することに同意します。 

⑦ 私的に撮影した動画等をインターネット上等の公な場に公開する際は、しかるべき許諾を受けます。 

⑧ 「～新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点および参加条件～」を順守します。 

⑨ 一般社団法人日本マスターズ水泳協会競泳競技規則を順守します。 

（２） 申し込みにおける注意事項  

① 申し込みにあたり本要項を熟読し了承した上でお申し込みください。 

② 以下の各項目に当たる申請は受け付けできないので注意してください。  

申し込み時点で２０２２年度の競技者登録が未完了の競技者が含まれているチーム。  

申込内容に不備があるもの。 

④ 申し込みは定員がありますのでホームページ等でご確認の上お申し込みください。  

⑤ 申し込み受け付け後の種目変更、キャンセルおよび申し込み代金の返金はできません。  

⑥ エントリータイムは正確に記入してください。 

（３） 申し込み料 大会参加費 １名 ･･･ １,０００円 個人種目 １種目 ･･･ １,８００円 

※ 紙によるランキングはございません。WEB で確認いただけます。  

（４） 受付方法  

申し込みは、（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページからの申し込みのみとなります。  

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」から実施。  

② 申し込みはホームページ内で途中保管することも可能。 

③ 申し込み終了後、締め切り日までに選手を追加で申し込むことは可能であるが、すでに申し込みを

終えた方の種目の追加はできない。  

④ 申請完了後「申請完了メール」が配信される。必ず確認のこと。 ※ 申し込み方法の詳細は、（一

社）日本マスターズ水泳協会ホームページにて確認  

（一社）日本マスターズ水泳協会の登録を完了してからお申し込みください。登録より先に申し込みすること

のないようお願いします。尚、個人競技者登録の終身支払い者（終身登録）の方は、チームが２０２２年の

継続手続きを完了しているか、必ずご確認ください。  

  



（５） 受付期間  

8 月 1 日 0 時 00 分 00 秒より 8 月 16 日 23 時 59 分 59 秒まで  但し、定員 500 名 になり次第締

め切らせていただきます。 

（６） 申し込み料の振り込み 

 申込料の振込先は申込締切後に申し込みチームの責任者へ案内しますので、指定の期日までにお支

払いをお願いします。 

お振り込みの際、チーム名の前に必ずチームＩＤ番号６桁を記載（入力）してください。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。  

（７） 申し込みの無効  

申し込みの際、申し込み日までに登録できていない、（一社）日本マスターズ水泳協会登録に間違いが 

ある、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、申し込み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。種目変更、

キャンセル、申し込み料返金には応じられません。  

 

11. 競技役員の選出 

5 名以上の出場がある場合は、5 名につき１名競技役員を選出してください。 

（5～10 名：1 名、11～19 名：2 名、20 名以上：3 名） ご協力をお願いします。 

※経験役職等がある場合は記入してください。折返監察員ができる方は是非経験役職にご記入ください 

※競技役員は締め切り後調整し、人数が多い場合はお断りする場合があります。 

※競技役員は必ず大会終了後の撤収までお手伝いいただきますようお願いします。  

※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。 

 

12. その他 

（１） 大会の詳細については、（一社）日本 マスターズ水泳協会ＨＰ 

（https://www.masters-swim.or.jp/schedule10.php）でご案内します。  

（２） プログラム、ランキングの販売は行いません。ヒート及びレーンを事前にホームページで発表します。  

（３） ２次要項、ＩＤカードは大会日の大会 10 日前頃にメールにて送付する予定です。ＩＤカードデータを 

各チームで 印刷を行い使用することとします。詳細につきましては、２次要項でご連絡いたします。  

（４） 大会当日、天変地異、天候条件、社会状勢等の不可抗力により、やむを得ず大会が中止になった場合

は、「参加賞」はチームへお渡ししますが、エントリー料等の返金はできませんので予めご了承ください。  

（５） 私的営利活動の禁止 会場内で主催者の許可なく営利活動や販促物等の配布、集客活動などを行うこ

とは禁止します。  

（６） 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際は、必ず各権利者の許諾を公開者が受けてください。 

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してください。  

  



 

☆ 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

下のとおりとする。  

（1） 個人情報  

・競技運営に使用する。 ・競技結果としてホームページ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今後の各種媒体に使用する。  

・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大会に帰属する。 

 

 

大会に関するお問い合わせは 

横浜サクラスイミングスクール 045-973-8829 まで 

 

以上 


