
第 9回あいちウィンターマスターズ水泳競技大会 

兼 第 35回ねんりんピック愛知県代表選手選考会  

              名古屋市代選手表選考会  

 

二 次 要 項 

       

           一般社団法人愛知水泳連盟公式キャラクター「しゃっぴー」 

        

        

主  催 ： 一般社団法人愛知水泳連盟 

後  援 ： 公益財団法人春日井市スポーツ・ふれあい財団 

協    賛  ： デサントジャパン株式会社 

公  認 ： 一般社団法人日本マスターズ水泳協会 

期  日 ： 2023 年２月１１日（土・祝） 

会  場 ： サンフロッグ春日井 

        〒486-0841 春日井市南下原町２丁目４番地 11 

        50 メートルｘ8 レーン（日水連公認：再 5554） 



第 9 回あいちウィンターマスターズ水泳競技大会のご案内 
 

 本年度もコロナ禍の中、大会を開催するにあたり、無観客での開催とさせて頂きます。 

また、来場も個人の出場レース時間に合わせて来館いただき、個人のレース終了後は速やかに 

退館頂きます様よろしくお願いいたします。 

参加者の皆様には感染防止対策の遵守及び運営にご協力いただくことにより安全に開催して  

いきたいと思います。また、要項記載の注意事項等をご理解頂きご参加くださいますよう 

宜しくお願い申し上げます。 

   各チームにおかれましては、参加者の方々に、下記事項についての周知徹底をお願い致します。 

 

１． 大 会 会 場 

 

「サンフロッグ春日井」 （公認 50ｍ × ８レーン） 

利用可能駐車場（7:00 開場） 

参加者は東側第 2 駐車場（250 台）、春日井市民病院駐車場（有料）をご利用ください。 

マイクロバスは温水プール東側駐車場（要事前申請）をご利用ください。 

※開催要項にてご案内済のパナソニック駐車場は今回使用できません。 

また、東側第 1 駐車場、西側駐車場、南側駐車場及び職員駐車場には駐車しないでください。  

 

 

2．入 場 方 法 

 

7:45 より前には会場入場口に並ばないようお願いします。 

  100ｍ種目のみ出場の方は午後からの入場にご協力ください。 

【入場時間】 

① 8:15  ソーシャルディスタンスを取り並び、入口で手指消毒、検温にて  

     健康チェック表の提出をお願いします。 

注意：健康チェック表の未提出の場合は入場できませんのでお忘れなき様お願いします。 

 

② 100ｍ種目のみ出場される参加者は 13:00 より入場をお願いします。 

注意：館内から一旦外出し再入場する場合は ID カードを提示の上再度手指消毒、 

検温をお願いします。 

 

【派遣競技役員】 

 競技役員一覧にお名前がない方は、免除となりますが、欠員等で急遽依頼をさせていただく場合

がございますのでご理解ご協力をお願いいたします。 

※競技役員会場入場時間 7：30  

競技役員・チーム派遣役員は 7：00～8：00 迄に温水プール東側道路の南側駐車場です。     

＊8：00 以降は春日井市民病院駐車場（有料）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 



3．大 会 日 程／競技スケジュール 

  

※ 開場時の密を避けるため、分散入場にご協力ください。ご自身の出場種目の開始 1 時間～ 

1 時間半前を目途にご来場をお願いいたします。 

※ 競技スケジュールはあくまで予定であり、競技の進行状況により前後します。  

大会日 ２月 11 日(土・祝) 

開 場 8:15 

 

ウォーミングアップ 

メインプール             8:20～ 9:45 

公式スタート練習        9:00～ 9:45 （１～4 レーン） 

サブプール        8:20～15:20 （2～５レーン） 

競技開始 10:00 

競技終了（予定） 15:16 

閉場時間（予定）                        15:45 

 

№ 種  目 組 予定時間 

    1 女子 200m 自由形 7 組      10:00 

    2 男子 200ｍ自由形 5 組      10:28 

    3 女子 4x50ｍメドレーリレー 1 組      10:46 

  4 男子 4x50ｍメドレーリレー 1 組 10:50 

  5 女子 50m 自由形 12 組      10:55 

  6 男子 50ｍ自由形 21 組 11:12 

  7 女子 50ｍ平泳ぎ 6 組      11:38 

  8 男子 50ｍ平泳ぎ 9 組      11:47 

    9 女子 50ｍ背泳ぎ 7 組      12:00 

10 男子 50ｍ背泳ぎ 5 組      12:13 

   11 女子 50ｍバタフライ 5 組      12:22 

   12 男子 50ｍバタフライ 9 組      12:29 

   13 4x50m 混合メドレーリレー 2 組 12:42 

   14 女子 200m 個人メドレー 4 組      12:50 

   15 男子 200m 個人メドレー 6 組      13:09 

   16 4x50m 混合フリーリレー 1 組 13:32 

17 女子 100m 自由形 6 組      13:36 

   18 男子 100m 自由形 8 組      13:48 

   19 女子 100m 平泳ぎ 5 組      14:03 

   20 男子 100m 平泳ぎ 7 組      14:16 

   21 女子 100m 背泳ぎ 4 組      14:31 

   22 男子 100m 背泳ぎ 4 組      14:42 

   23 女子 100m バタフライ 1 組      14:52 

   24 男子 100m バタフライ 3 組      14:56 

   25 女子 4ｘ50ｍフリーリレー 2 組      15:02 

   26 男子 4ｘ50ｍフリーリレー 2 組 15:10 

 競技終了予定  15:16 



4． ID カード・チームスタッフ ID／受付／チームリーダーミーティング 

＜ID カード・チームスタッフ ID の提示・利用＞ 

（1） 参加選手は、２次要項（本案内）と一緒に届く ID カード・チームスタッフ ID を必ずお受け取り

ください（チーム責任者は必ず各選手にお渡しください）。 

   ID カードは、第 9 回あいちウィンターマスターズ水泳競技大会の参加選手であることを証明す  

   る大切なものです。 ID カードの誓約書署名欄に氏名を必ずご記入ください。 

   プールへの入場、招集受付、再入場時、大会期間中必要になりますので、 

   会場では首から下げるなど見える位置に必ず携帯してください。  

（2） 「ID カード」を紛失及び忘れた場合は再発行所（１階受付）にて再発行を受けてください。 

再発行料として 500 円が必要です。 

（３） チームへ 1 枚「チームスタッフ ID」を同封しています。プールサイドへの入場、抗議の提出は、 

   チームスタッフ ID をお持ちの方に限ります。なおチームスタッフ ID の再発行は行いませんの 

   で紛失にはご注意ください。 

＜チーム受付＞ 

   今回は行いません。 

＜プログラム引き換え＞ 

   プログラム（予約分）は、大会期間中に 1 階受付にてお引き換えください。 

   大会終了後や引換券がない場合は受け取れません。 

＜チームリーダーミーティング＞（監督者会議） 

    今回は行いません。当日変更がある場合は通告にてご案内いたします。 

 

5．競技について 

＜競 技 方 法＞ 

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。  

（1） 男女別、年齢グループ別の組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への順

に進めます。 

（2） 組分けされている種目で棄権者が多数出た場合、次の組と合同で競技を行う場合があります。  

エントリータイムと競技結果の差が遅い速いに関わらず、200ｍ種目 2 分 00 秒以上の差が 

ある場合は、インターフェア行為で失格となります。 

（3） 出発合図は『Take your  mark(s)』で行います。 

 

＜スタートについて＞ 

◎招集所側から入場し全種目電光掲示側からスタートし、退水したら観客席側から戻ります。 

荷物はスタート台後方の長椅子の上に、特にマスク等は袋に入れて置いてください。 

（1） ご自身の泳ぐ種目、組、レーンをプログラムで確認し、スタート場所の間違いがないようにして

ください。 

（2） メインプールでの水浴びは禁止です。水浴びはプールサイドに「水浴び用バケツ」を用意してお

りますので、そちらをご利用ください。 

（3） マスターズ水泳のスタートは、背泳ぎ以外の種目は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ています。初めて競技に出場する選手や飛込みの練習をしていない選手

は、安全面から、プールデッキや水中からのスタートをお勧めいたします。  

（4） 今大会では、バックプレート付のスタート台を使用いたします。審判長の笛の合図後にバック

プレートの調整を行うことは、競技進行の妨げになるので禁止とします。バックプレートの調

整は、選手席に入った後直ちに行ってください。審判長の笛の合図後にバックプレートの調整

を行って競技を遅延させた場合は、インターフェア行為と判断して失格になる場合があります

のでご注意ください。 

（5） 背泳ぎではバックストロークレッジを使用できます。バックストロークレッジの調整は、選手

席に入った後直ちに行ってください。使用しない方は、折返監察員に使用しない旨をお伝えく

ださい。審判長の笛の合図後に調整を行って競技を遅延させた場合は、インターフェア行為と

判断して失格になる場合がありますのでご注意ください。 

 



＜プールからの退水方法＞ 

◎泳ぎ終わったら荷物置き場の長椅子の裏を通り更衣室へ移動お願いします。 

（1） 今大会、50ｍ種目を除き、全てオーバーザトップ方式で行います。 

※オーバーザトップ方式とはご自身の競技終了後に次の組がスタートするまで水中で待機 

する方式です 

（2） ご自身の競技終了後、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  

  事のないよう、またタッチ板に触れない位置でレーンロープに掴まり待機していてくださ

い。次の組の競技がスタートしましたら、競技役員の指示に従い、タッチ板に触れないよう

1～4 レーンの泳者は 1 レーン側へ、5～８レーンの泳者は 8 レーン側へ移動して退水して

ください。競技役員から指示があった場合は、その指示に従ってください。  

（3） 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、ＩＤカードと  

  取り間違えないようにご注意ください。 

 

 

6．ウォーミングアップ 

 

（1） 大会期間中は、メインプール、サブプールの定められた時間とレーンで、ウォーミングアッ  

プが可能です。ウォーミングアップ時間は下表のとおりです。  

（2）  安全上、パドル・フィン・キックボード・プルブイ・シュノーケル等の用具の使用及び持ち

込みを禁止します。 

（3）  公式スタート練習は 9：00 より 1～4 レーンで行います。 

（4） メインプールでは、公式スタート練習開始まで周回レーンとします。 

    サブプールでは、2～3 レーン、4～5 レーンをくぐる周回とします。 

 

 

場所 

 

メインプール 

サブプール 

（2～５レーン） 

 

ウォーミングアップ  

 

 

     8:20～9:45 

 

 

8:20～15:20 

 

     

 

7．招集 

 

（1）  招集所はメインプールの入り口右側となります。（大会会場図参照）  

（2）  招集所へは、自身の出場する種目の５組前までに（50ｍ種目は、８組前までに）お越しくだ  

  さい。三密を避けるため、指定組数より早く招集所前で待機することはお控えください。  

※最初の種目は 9：45 より招集を開始します。 

（３）  招集所では「種目名・第○組・選手名」がスクリーンに表示されます。自身の出場する組が表 

     示されたら、直ちに、招集員に ID カードを提示し、QR コードをかざして招集受付を済ませ、 

水着の確認を受けて、指示に従い並んでください。 

※ご自身の組とレーンを忘れないよう、また、間違わないように申告してください。組・レー 

ンを間違えて泳いだ場合は失格になります。 

（4）  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。  

 

 

 

 

 

 

 

 



8.リレー種目 

 

（1） リレーオーダー変更届提出締切時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) リレー出場チームでリレーオーダーを変更する場合は、競技当日にチーム責任者またはリレー 

チームの責任者が、締め切り時間までに 1 階受付へ「リレーオーダー変更届」を提出してくだ  

さい。変更は、締め切り時間内に１回のみとなります。 

※種目、年齢区分の変更は出来ません。 

※同一リレー種目には、年齢区分にかかわらず 1 人 1 回のみとなります。 

※オーダー変更締め切り後の泳者および泳者順序の変更は認められません。  

(3)  招集所へは「ＩＤカード」をお持ちのうえ、4 名揃って集合してください。4 名揃っていない 

と招集を受けることはできません。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。 

(4)  リレーの第 2 泳者以降で水中からのスタートを希望するチームは、出場申告用紙に記載のう 

え、1 階受付へ申告してください。申告がなく水中からスタートした場合は失格となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  距 離 種  目 締切時間 

 

 

 

 

２月１１日(土) 

4×50ｍ 女子メドレーリレー 

 

男子メドレーリレー 

10:00 

4×50ｍ 混合メドレーリレー    13:45 

4×50ｍ 混合フリーリレー    12:30 

4×50ｍ 女子フリーリレー 

 

男子フリーリレー 

14:00 

   



9，表彰 

 

（1）  ランキングの掲示はいたします、また東洋電子システムＨＰにても確認できます。 

（2）  記録証は（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページよりダウンロードしてください。  

（3）   各種目の年齢区分ごとに、個人種目・リレー種目上位 3 位までにメダルを授与します。  

（4）  本大会新記録を樹立した選手・リレーチームには、大会新記録証を授与します。  

（5）   FINA 承認水着を着用し、マスターズ水泳日本新記録（2023,1,1 付け）を樹立した選手・ 

リレーチームには、日本新記録樹立証およびデサントジャパン(株)様より副賞を授与します。 

（6）  FINA 承認水着を着用し、国際水泳連盟（FINA）認定のマスターズ水泳世界新記録（2023,1,1 

付け）を樹立した選手・リレーチームには、世界新記録樹立証およびデサントジャパン(株)様

より副賞を授与します。 

（7）  日本新記録・世界新記録の樹立者は泳者の生年月日を証明する書類のコピーが必要になります  

 のでご用意ください。なお、過去に日本新記録・世界新記録を樹立し（一社）日本マスターズ 

 水泳協会へ提出履歴のある方は不要です。 

 ★世界新記録樹立者：パスポート、住民票(３ヶ月以内のもの) 

★日本新記録樹立者：パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、住民票(３ケ月以内のも 

の） 

（8）  メダルを受け取る際は、１階メダル受け渡し所で、必ず本人が ID カードの QR コードを発行 

機にかざしてメダルをお受け取りください。 

メダルは大会開催時間内にお受け取りください。競技終了 20 分後までとします。（当日限り） 

（9）   世界新記録を樹立した選手およびリレーチームは、「世界新記録樹立証」の表彰を行います。  

新記録樹立後に表彰時間を設けて行いますので、指定された時間に本部席にお越しください。 

 

 

10，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の１時間前までに  

 １階受付へ申告してください。 

＜「出場申告用紙」が必要な申告＞ 

（１） テープ等をされる方 

本来テープ等は認められませんが、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、筋肉を補強するキネシオテープ等は申請しても許可でき 

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同行してください。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。 

（５） 世界記録に挑戦する選手のみコールの申請 

「世界記録申請用紙」に必要事項を記入のうえ、申告してください。 

  世界記録に挑戦する選手でレース中の挑戦コールを希望される場合のみとなります。  

  挑戦コールを必要としない場合不要です。 

 

 

 

 



＜異議申し立てについて＞ 

   競技の失格異議申し立て（抗議書の提出）は、チームの責任者が行ってください。  

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、内容や状況等に異

議のある時は、その競技終了後 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１階受付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いたします。なお、抗

議書の提出はチーム責任者に限られます。また、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いたしません。  

その他、違反内容の問合せについては、所定用紙に記入の上、１階受付にお申し出ください。 

 

 

１１． 施設使用上の注意 
 
（１）   会場内では 

※こまめに手洗い、手指消毒を行ってください。 
※泳ぐとき以外は、必ずマスクを着用してください。 
※声を出しての応援はお控えください。 
※常に人との距離（ソーシャルディスタンス）を確保してください。 

（2）  会場内での動線・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）   更衣室内のロッカーはレース中のみの使用となり、キーはアリーナ以外持ち出し禁止です。 

なお、更衣後の荷物等は各自で管理をお願いいたします。（更衣室内荷物放置厳禁） 

また、更衣室内でのドライヤーの使用は禁止となります。 

（5）   更衣室ロッカーキーの紛失・破損は 5,000 円をお支払いいただきます。 

（6）   盗難等がございましても一切責任は負えません。最近特に、各競技場における盗難事故が多  

していますのでご注意ください。 

（7）  プールサイドおよび更衣室は、競技役員以外はきもの厳禁です。 

（8）  館内の通路は水にぬれると滑りやすくなります。十分ご注意ください。  

（9）   場所取りは出来ません。非常口前へのシート敷きは施設利用上禁止です。また、イスの上や横  

 に、「チーム名入りの紙」「小荷物」等を置いている場合は、場所取りと判断いたします。こ

の場合は、会場係が注意しますので指示に従ってください。ポールによるのぼり旗（チーム

旗）は、禁止とします。 

また、開場時の入場で走ることは大変危険です。思わぬ転倒事故等につながりますので、歩  

いての入場にご協力ください。 

（10）  マスターズスイマーとして、マナーを守り館内をきれいに利用しましょう。  

（11）  選手控え所は，２階観覧席及び２５ｍプールサイドの指定場所となります。参加者が多いで 

すので、限られたスペースを譲り合いの精神でご使用ください。時節柄寒さも厳しい時期で

すので防寒・体調管理には十分ご注意ください。 

※1 階ロビー、階段、及び２階トレーニングルーム前通路において敷物等での場所取り、  

控えとしての使用は禁止です。 

（12）  メインプールサイド及び 25ｍプールサイド選手控え所の飲食は禁止となります。 

飲食は 2Ｆ観覧席をご利用ください。 

（13）  プール敷地内では全面禁煙です。喫煙コーナーは総合体育館側をご利用ください。 

（14）  会場利用には、「大会会場図」をご参照ください。 

（15）  会場内ででましたごみは、必ずお持ち帰りいただくようお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12．健康管理 

 
◎新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当日の検温及び健康管理表の提出が参加条件と  
なります。 

（1）   大会中の健康管理は本人の責任とし、ご自身の体調には十分留意してください。  
 会場内で、ケガや体調が悪くなった場合は、救護室にて応急処置はいたします。  
救護室は大会本部横にございます。 

（2） 当日、ご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。  

（3）   当日、ご自身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。 

（4）   マスターズキーワード９の実践をお願いいたします。 
（5）   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。 

 

 

 

  マスターズ水泳キーワード 9 

 

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 健康チェック 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 



13．その他 
 

（1）  大会中は忘れ物のないようにご確認ください。忘れ物は、一旦（一社）愛知水泳連盟事務局に

て保管しておりますが、1 週間後廃棄処分させていただきます。 

（2） 個人情報の取り扱いについて 

申込書等に記載された個人情報につきましては、競技会のプログラムの作成を含み競技会運営

を円滑に行うために必要な事項だけに使用し、その他の目的には使用、提供はいたしません。 

なお、競技結果を（有）東洋電子システムホームページにて公開いたしますので、予めご了承

ください。（プログラム作成 有限会社東洋電子システム http://www.tdsystem.co.jp） 

（3）  大会当日の緊急時に備え、チーム責任者も下記の通りに，ご準備をお願いいたします。 

①責任者が会場へ同行される場合は、出場者全員の緊急連絡先を把握しご持参ください。  

 （選手のご家族などに急を要する場合に連絡ができる電話番号を把握しご持参ください。） 

②責任者が会場へ同行されない場合は、大会当日緊急連絡先に連絡が着くようご準備ください。 

（4） 競技会終了後、来場した選手、責任者、競技役員などで発熱・体調不良などの症状が出た方は  

    速やかに(一社)愛知水泳連盟事務局までご連絡ください。入場時に回収した健康チェックシー 

トは 2 週間保管し、問題がない場合は廃棄します。 

（６） 大会当日、社会情勢や天変地異によりやむを得ず大会が中止となった場合は、「事前予約され   

たプログラム」はチームへお渡しいたしますが、エントリー料は返金いたしませんのでご了承

ください。 

 ※開催日の午前 6:00 の段階で、愛知県尾張東部地方に暴風警報が発令された場合、当日の  

競技は中止とします。なお、暴風警報が解除されましても、同日の競技は実施いたしません。 

開場後、及び競技中に暴風警報が発令された場合は、主催者の判断に従ってください。  

競技中止か実施かの判断は、大会会場地域の警報や避難勧告等発令状況や公共交通機関  

運行状況等で判断いたします。 

 

（７） プログラムの当日販売は１階受付にて行います。 

（８） 水泳用品、用具の販売を正面入り口（屋外）にて行います。（センゴクジャパン(株)） 

 

 

＜ 撮 影 許 可 ＞ 

（１） 撮影はＩＤカード、スタッフＩＤカード提示で可能ですがアリーナ内での撮影はできません。 

（２） 競技会において、参加選手または関係者等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の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。なお、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ご

注意ください。 
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駐車場案内図

＊選手の方は第2駐車場又は春日井市民病院駐車場(有料）に駐車お願いします。
＊パナソニック駐車場は今回は使用できませんのでご注意願います。

マイクロバス
のみ駐車可

温水プール
（会場）

一般駐車場

水泳大会参加者駐車
禁止

競技役員
第1駐車場
（要許可証）

第2駐車場(２５0台）

N

日本通運

駐車場案内図

春日井
市民病院
外来者
駐車場

病院
駐車場

（有料）

ラーメン屋

春日井
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市民病院東
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※ 臨時駐車場(有料)
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６時間以上～終日500

市民病院南

マ

至JR春日井駅

至春日井IC

パナソニックエコシステムズ
駐車場

出入口

駐車できません

競技役員は役員手帳の提示、チーム派遣の方は諸連絡
の提示で駐車可能(５０台）
7：00～8：00迄入庫可能



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 
 

一般社団法人 愛知水泳連盟主催のあいちウインターマスターズ水泳競技大会開催にあたり、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とご協力競技役員の皆様の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。 

今後、マスターズ水泳競技会を持続的に開催していくためにも本競技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。皆様の前向きな姿勢とご協力をよろしくお願いします。 

感染は予断を許さない状況が続いています。刻々と変化する状況を鑑みながら最新情報を都度ホーム
ページにてご案内させていただきますので、こまめにご確認をお願いします。 

 

 チーム責任者の皆様へ 

申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。 
 

 参加者の皆様へ 

本要項の内容を必ず確認し了承の上、”うつさない””うつらない”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します。 

【本競技会への参加条件】 
下記の（A）〜（C）の事項を確認・承諾の上で申込みをお願いします。 

（A） 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７日間において以下の事項に該当する方。 
① 平熱を超える発熱がある 
② 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がある 
③ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある 
④ 嗅覚や味覚の異常がある 
⑤ 体が重たく感じる、疲れやすい等の症状がある 
⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性とされる方との濃厚接触がある 
⑦ 同居家族や身近な知人の感染が疑われる 
⑧ 過去７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、地域など

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） 入場時の検温（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） マスクを着用していない方。（ウォーミングアップ中・競技中・クールダウン中は除く） 
（６） 感染拡大防止（３密対策）に非協力的な方。 

（B） 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） ロッカーの貸し出しおよび更衣室に荷物を置くことはできません。場内での盗難、紛失に関し

て主催者および会場は責任を負うことはできません。 
（３） 応援や声援および対面での会話はご遠慮ください。 
（４） 感染拡大防止のため、通行方向やゾーン、招集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） ウォーミングアップ・クールダウン時にプール内で留まることで密にならない様に慮願います。 
（６） メインプールにて公式スタート練習は行いますが、密を避けて間隔を開けてお並びください。 
（７） 会場内の導線は例年の大会と大きく異なりますので、予めご了承ください。 
（８） 絶えず人との距離をとるようにしてください。 
（９） 大会は無観客での開催となりますので、会場への入場は当日の競技種目出場者ならびに同出

場者の所属するチーム責任者に限ります。付添者、応援者は入場できません。（介助の必要な
場合を除く） 

(C) 大会中止について 
 

（１） 国・都道府県において、県境をまたぐ往来の自粛要請がそれぞれの地域で出た場合はご自身
で判断してください。本大会は愛知県または競技会場からの要請で中止とならない限り開催の
予定です。 

（２） 大会期間中において大会関係者ならびに選手、競技役員に感染が判明した場合にはその時
点で中止とします。 
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