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参加チーム代表者
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日本マスターズ水泳
マスターズ水泳短水路大会
水泳短水路大会・
短水路大会・千葉会場
当 日 の 御 案 内

拝啓 貴チームにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度は、標記の大会に２日間で６３４チーム・２,５９１名のエントリーを頂き、
実施する運びとなりました。つきましては、下記の事項を出場者の皆様へご連絡
下さいますようお願い申し上げます。
敬具
記
日程

２０１９年４月２０日（土）・２１日（日）

会場

千葉県国際総合水泳場メインプール（２５ｍ７レーン×2 面）

交通手段

ＪＲ京葉線「新習志野」駅より徒歩１分 （駐車場利用不可）

時間

４月２０日(土)

開場 ８：１５ 競技開始時間

９：３０ 終了予定時間 １７：
１７：００

４月２１日(日)

開場 ８：１５ 競技開始時間

９：３０ 終了予定時間 １６：１７

【第二次要項】
二次要項】
この第二次要項は、書類申込チームには大会 2 週間程前までに一式をメール便で送付致します。
WEB 申込チームは下記 URL からダウンロードしてご利用下さい。ＩＤカードは全チームにメール便
で発送致します。

www.chibawww.chiba-swim.or.jp/
swim.or.jp/?p=3415
【競技役員】
競技役員】
競技役員のご協力を賜りましたチームは、競技役員一覧でご確認願います。

【大会受付】
大会受付】
会場２階受付にて、チーム代表者（引率者不在の場合は選手代表の 1 名）がＩＤカード又は二次要
項封筒などチーム番号が分かるものを提示し、参加賞（全チーム）とプログラム（事前申込をしたチ
ームのみ）を受け取って下さい。受け取ったらその場で必ずご確認下さい。別売りプログラムは受付
にて購入をお願い致します（1 部１,０００円）。今大会のチーム受付票はありません。
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【アップ時間
アップ時間】
時間】
競技予定時間表をご参照下さい。公式スタート練習の時間は当日朝、アナウンス致します。
※ダイビングプール 開場～競技終了まで（
（危険防止のため
危険防止のため飛
のため飛び込み禁止）
禁止）
この大会
この大会は
大会は参加者が
参加者が多いため安全面
いため安全面を
安全面を考慮し
考慮し、アップ時
アップ時にビート板
にビート板の使用は
使用は認めますが、
めますが、
パドル、
パドル、フィン等
フィン等の用具は
用具は使用禁止
使用禁止とします
禁止とします。
とします。
※ＯＷＳクリニックや水中写真撮影、スイムクリニック等の専用利用時間につきましては、
当日案内をダイビングプールサイドに掲示致します。ご不便をお掛け致しますがご協力を
お願い致し申し上げます。
ダイビングプールのご利用について

メインプール

飛込み台
アップ用として競技終了時間までご利用いただけます。
事故防止の為、右側通行でご利用下さい
【リレーオーダー変更
リレーオーダー変更】
変更】

リレー種目においては、当日１回だけオーダーを変更できますが、年齢区分の変更はできません。
変更希望の場合のみ、プログラム競技時間ページ記載の締切時間までにプールサイドの招集所へ
オーダー変更用紙を提出して下さい。時間厳守でお願い致します。

【諸注意】
諸注意】
•

競技時間は早まることが予想されますので、招集に遅れないようご注意下さい。

•

選手の更衣室は階段下（トレーニング室前）手前の更衣室を利用して下さい。
サブプール側は立ち入り禁止です。

•

選手はロッカーへ下りる階段の入り口横の指定場所に履物を置いて階段を降りて下さい。

•

プールサイドは役員以外すべて裸足と致します。
（申告提出者を除く）

•

お車でのお越しはお断り致します。会場はＪＲ京葉線「新習志野」駅に隣接しております。電車で
のご来場をお願い致します。

•

ゴミの処理は参加クラブ側で処理して下さい。（分別収集）

•

水着の着用基準については（一社）日本マスターズ水泳協会のホームページでご確認下さい。
世界記録突破・日本新記録樹立には公認水着着用が条件となります。

•

大会期間中、招集・賞状・記念品引換等にはＩＤカードの提示が必要になります。ＩＤカード受け
取り後紛失した場合は、受付にて再発行の手続きを行って下さい。

•

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となった場合、エントリー料の返金は
行いません。なお、
「参加賞」「プログラム（申込分）」は授与します。

•

大会当日の忘れ物は下記問合せ先にて一週間お預かり致します。それ以後は衛生上処分致します
ので御了承下さい。忘れ物問い合わせ専用 070-6406-8940（４月 28 日まで／留守電あり）又は
問い合わせメールアドレス：toiawasechibamasters@gmail.com Fax：047-451-1888 まで

•

土曜日の
土曜日の競技終了後、
競技終了後、各チームが所持
チームが所持する
所持する敷物等
する敷物等は
敷物等は、観覧席入口横の
観覧席入口横の身障者用スペースに
身障者用スペースに
纏めて置
めて置いて帰
いて帰って下
って下さい（
さい（貴重品は
貴重品は除く。必ずチーム名
ずチーム名を明記した
明記した貼紙
した貼紙をする
貼紙をする事
をする事）
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（チーム名
チーム名を明記していない
明記していない場合
していない場合にはガムテープや
場合にはガムテープや貼
にはガムテープや貼り紙・マジックを用意
・マジックを用意します
用意します）
します）
指定場所以外に
指定場所以外に置かれたものは、
かれたものは、主催者が
主催者が回収します
回収します。
します。翌日の
翌日の場所取りは
場所取りは禁止
りは禁止と
禁止と致します。
します。
【表彰】
表彰】
•

公認記録証は大会終了後（一社）日本マスターズ水泳協会の HP にチーム責任者または個人でログ
インしプリントアウトして下さい。

•

個人種目・リレー種目とも男女別・種目別・年齢区分別の各上位 3 位まで賞状を授与致します。
ランキング発表後ＩＤカードを提示の上、賞状受渡所にて各自受け取って下さい。

•

マスターズ日本記録を突破した選手には日本新記録樹立証を授与します。競技進行の都合上、
表彰式はレースを止めずにプールサイドで行いますので表彰係の指示に従って下さい。

•

ＦＩＮＡ公認のマスターズ世界記録を突破した選手には、(一社)日本マスターズ水泳協会より世界
記録突破証を授与し、その記録を世界記録としてＦＩＮＡ（国際水泳連盟）に公認を申請します。
但し、レース１時間前までに事前申請書を提出し、突破後認定員による水着の確認後、写真撮影を
受け、必要な証明書の提出を忘れずに行って下さい。

•

世界記録突破、日本新記録を樹立した選手にはプールサイドで授与式を行い、記念品を進呈します
ので表彰係の指示に従って下さい。

競技進行上の
競技進行上の注意
【競技方法】
1. （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. 競技は全て男女別、年齢別のタイムレース決勝とします。
3. 招集所には必ずＩＤカードを持参してご集合下さい。
なお、ＩＤカードを当日忘れたり紛失した場合は、２階受付にて再発行手続きを行って下さい。
（再発行料５００円）
4. スタートの掛
スタートの掛け声は「Take your mark（
mark（テーク・ユア・マーク）
テーク・ユア・マーク）」で
」で行います。
います。

【貴重品ロッカーについて】
• 更衣室のロッカーは個人利用できません。また盗難、紛失等の責任は一切負いません。
• 貴重品保管用として更衣室のロッカーを１チームにつき 1 日ごとに男女各 1 箇所ずつお貸し致し
ます。ご希望のチームは申込用紙にご記入の上、ロッカー受付にご提出下さい。
• ロッカーは数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。
• 保証金として 1,000 円お預かり致します。保証金は鍵をご返却の際にお返し致します。
• 鍵を紛失又は未返却の場合、鍵交換料 5,000 円を頂きます。
• 2 日間共来場するチームも 1 日ごとに鍵を返却して下さい。ご返却のないロッカーは、鍵を交換
しますので翌日に同じ鍵は使用できません。
さらに鍵交換料 5,000 円を頂きますので御注意下さい。

【カメラ、ビデオの撮影について】
• ご希望の方は申込用紙にご記入の上、撮影許可受付にご提出下さい。
保証金として 1,000 円お預かり致します。保証金は撮影許可証返還時にお返し致します。
• 無許可での撮影は固くお断り致します。悪質と判断した場合は警察に通報致します。
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【異議】
競技の失格内容や状況等に異議のあるときは、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 5000 円を添えて受付に提出のこと。抗議書の内容を大会総務で検討し裁定いたします。
尚、抗議書の提出はチームの責任者に限ります。又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、問い合わせについて
は規定内容を記入の上、受付に申し出ること。

【世界記録】
世界記録の達成が予想される方は、指定の用紙を出場するレースの 1 時間前までに、招集デスクへ
提出し、申請して下さい。用紙は受付に用意しております。
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
公認を申請致します。世界記録の申請がない場合、世界記録として認定されない場合があります。
世界記録を達成された場合、直ちに水着の認定員による水着の確認・撮影を受けて下さい。
また、泳者の生年月日を証明する為、パスポートのコピー、又は住民票のコピーが必要となります
ので、大会当日にご用意いただき、突破後、受付へ提出して下さい。なお、運転免許証、健康保険
証は認められません。

【申告が必要な方】
大会参加にあたって、以下の項目に該当する方は「出場申告用紙」にて受付デスクへ事前に申告して
ください。
（エントリー時に提出していない方のみ）
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告を行っても許可できない場合がありますので注意して
ください。
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がある方
エントリー時に申告している方は、再度申告の必要はありません。
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（一緒に水中入ることは不可）。ゴール後は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
申告がなく水中スタートした場合は失格となります。なお、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は世界記録を突破しても世界記録の公認はされません。

【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ついて次のことを確かめてください。
a.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。
b.競技大会当日より 1 ヶ月間、週 1 回以上の練習を行っていること。
c.会場における事故等については全て参加者側において処置してください。
3. ※応急処置は致します。
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【個人情報】
大会に参加いただく際に円滑な事務作業を推進するためにチーム情報ならびに個人情報をご提出
頂いております。お預かりした情報は適切かつ慎重に管理し、紛失・漏洩がないよう努め、今大会
の大会運営と大会記録管理に関する業務に利用します。また大会プログラム作成・ランキング作成
および発送業務を下記会社に委託しております。そのため大会記録および登録データを通知します
が、それ以外の目的で利用することはありません。尚、今大会の競技結果は大会終了後、委託先（東
洋電子）のホームページにて公開されますので予め御了承下さい。また不要になったチームおよび
個人情報書類は責任をもって破棄致します。
協力委託会社：(有)東洋電子システム・㈲和興

【問い合わせ先】
（一社）千葉県水泳連盟マスターズ大会係
Fax ０４７－７６７－５１６６

Mail ： toiawasechibamasters@gmail.com

以
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上

