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第２１回ＣＭＣ新年マスターズフェスティバル 
   （２０２０アラプラス マスターズシリーズ） 

主  催  一般社団法人千葉県水泳連盟 

主  管  一般社団法人千葉県水泳連盟マスターズ部会 

公  認  一般社団法人日本マスターズ水泳協会（公認申請中） 

後  援  公益財団法人千葉県スポーツ協会 

特別協賛 

協  賛 

 SBI アラプロモ(株) 

(株)朝日ネット・(株)ニューレヴェル・フットマーク(株) 

スイムメディア・山本光学(株)・(株)スポーツリングジャパン 

ホテルニューツカモト・(株)D＆Fプロジェクト・朝日生命保険相互会社 

(株)ロッキンプール・(株)ゴールドウイン・セルズケア(株) 

開 催 日  ２０２０年１月１８日（土）１９日（日） 

会  場  千葉県国際総合水泳場（５０ｍ×１０レーン１面） 

千葉県習志野市茜浜２－３－３  ＪＲ京葉線 「新習志野駅」前 

＊ 駐車場は利用できませんので公共交通機関をご利用下さい ＊ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    大会情報は大会情報は大会情報は大会情報は下記にて公開中下記にて公開中下記にて公開中下記にて公開中    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

((((一社一社一社一社))))千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟    マスターズ部会マスターズ部会マスターズ部会マスターズ部会    

要項・申込書要項・申込書要項・申込書要項・申込書    ：：：：    http://www.chibahttp://www.chibahttp://www.chibahttp://www.chiba----swim.or.jpswim.or.jpswim.or.jpswim.or.jp/?cat=9/?cat=9/?cat=9/?cat=9    

問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ        ：：：：    toiawasechibamasters@gmail.comtoiawasechibamasters@gmail.comtoiawasechibamasters@gmail.comtoiawasechibamasters@gmail.com    

競技種目競技種目競技種目競技種目    

自由形 女・男 

５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・ 

１５００ｍは事前申込１５００ｍは事前申込１５００ｍは事前申込１５００ｍは事前申込方式方式方式方式で定員有で定員有で定員有で定員有りりりり    

背泳ぎ 女・男 ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ 

平泳ぎ 女・男 ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ 

バタフライ 女・男 ５０ｍ・１００ｍ・２００ｍ 

個人メドレー 女・男 ２００ｍ・４００ｍ 

   

フリーリレー 女・男 ４×５０ｍ・４×１００ｍ 

メドレーリレー 女・男 ４×５０ｍ・４×１００ｍ 

混合フリーリレー 男女各２名 ４×５０ｍ・４×１００ｍ 

混合メドレーリレー 男女各２名 ４×５０ｍ・４×１００ｍ 

    

競技順序競技順序競技順序競技順序    

■１月１８■１月１８■１月１８■１月１８日（土）日（土）日（土）日（土） ■■■■１月１９１月１９１月１９１月１９日（日）日（日）日（日）日（日） 

1) ４００ｍ個人メドレー 11) ４００ｍ自由形 

2） ４×１００ｍメドレーリレー 12) ４×５０ｍメドレーリレー 

3) ２００ｍ背泳ぎ 13) ２００ｍ個人メドレー 

4) ４×１００ｍフリーリレー 14) ４×５０ｍフリーリレー 

5) ５０ｍ平泳ぎ  表 彰  

6) ５０ｍバタフライ 15) ２００ｍバタフライ 

7) ２００ｍ自由形 16) ５０ｍ背泳ぎ 

8) １００ｍ平泳ぎ 17) ５０ｍ自由形 

9） １００ｍバタフライ 18) ２００ｍ平泳ぎ 

10) １５００ｍ自由形（定員制） 19) １００ｍ背泳ぎ 

  20) １００ｍ自由形 
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＊ 各個人種目は女子の競技を先に行い、その後で男子の競技を行う。  

＊ リレーは女子・男子・混合の順に競技する。 

＊ 日曜日の４００ｍ自由形は競技進行上、１レーンに２名が泳ぐ場合がある。 

（その場合は両サイドからスタートし、スタート側から見た右側半分を往復する） 

 

参加参加参加参加資格資格資格資格    
１．大会申込日までに(一社)日本マスターズ水泳協会の２０２０年度チーム及び個人登録

が完了していること。 

２．暦年齢(２０２０年１２月３１日現在の年齢)１８歳以上の健康な男女で定期的に競泳

の練習をしている者。但し、高校生は参加できない。 

３．参加者が１０名以上のチームは土日の両日に１名以上、参加者が２０名以上のチーム

は両日に２名以上、参加者が３０名以上のチームは両日に３名以上の役員派遣を条件

とする。 

参加者が１０名以下のチームでも競技役員有資格者、資格取得を目指している方で競

技運営にご協力頂ける場合は是非、参加申し込みをお願い致します。参加者が１０人

以上のチームで大会当日、プログラムに記載されたチーム派遣役員が出席できない場

合は、必ず代理を立てること。同一チーム内の複数メンバーが交代で役員を務めるこ

とは可とする。欠席したチームは本連盟が主催する以後の大会には参加を認めない場

合もあるので注意すること。競技役員を派遣するチームには、優先入場券を第二次要

項に同封する。当日朝は開場前に入場できるのでその際に係員に提示すること。 

４．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確認する。 

 

年齢区分年齢区分年齢区分年齢区分    

(1) 個人種目は競技者の暦年齢（２０２０年１２月３１日現在の年齢）により次の年齢区分に 

よっておこなわれる。以降同様に５歳刻みの区分とする。 

 
(2) リレー種目は競技者の４名の暦年齢(２０２０年１２月３１日現在の年齢)の合計により次の

年齢区分によっておこなわれる。以降同様に４０歳ごととする。 

 
 
 
 
 
 

 

競技方法競技方法競技方法競技方法    

１．(一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則による。 

２．すべて男女別、年齢区分別のタイムレース決勝とする。 

 

種目制限種目制限種目制限種目制限    

１．参加できる個人種目は１人１日２種目まで、２日間で合計４種目までとする（リレー

種目は種目数に含めない）。 

２．リレー種目は同一チームから一区分に複数のチーム（Ａ・Ｂ・Ｃ・・・）をエントリ

ーできる。リレー種目出場者は個人種目にエントリーした者に限る。リレー種目出場

者は、同一のリレー種目において複数の年齢区分チーム及び同年齢区分チームから出

場することはできない。また、リレー種目の出場は個人種目をエントリーしたチーム

からの出場に限る。 

 

区分区分区分区分    18181818    25252525    30303030    35353535    40404040    45454545    50505050    55555555    60606060    65656565    70707070    75757575    80808080    85858585    90909090    95959595    100100100100    

年齢 

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

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 

区分区分区分区分    119119119119    120120120120    160160160160    200200200200    240240240240    280280280280    320320320320    360360360360    

年齢 

119 120 160 200 240 280 320 360 

以

下 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

159 199 239 279 319 359 399 
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表表表表    彰彰彰彰 

１．大会出場者は後日(一社)日本マスターズ水泳協会のＨＰに各自でアクセスして公認記

録証をプリントアウトできる。但し、失格、棄権した種目は含まない。 

２．個人種目、リレー種目とも男女別、種目別、年齢区分別の上位各３位までを表彰する。

新記録の賞状を含めて後日郵送は行わないので必ず当日に持ち帰ること。 

３．全個人種目において、レースタイムと申告タイムとの差が一番少ない選手に、記念品

を進呈する。（申告タイムニアピン賞）。後日郵送は行わないので注意すること。 

４．(一社)日本マスターズ水泳協会の公認日本記録を突破した個人及びリレーチームには、

日本新記録樹立証を授与する。 

５．ＦＩＮＡ公認のマスターズ世界記録を突破した個人、リレーチームには、(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ＦＩＮ

Ａ（国際水泳連盟）に公認を申請する。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、必要な証明書を提出する

こと。着用する水着はＦＩＮＡが承認する以外は認められないので注意すること。 

６．世界記録突破、日本新記録を樹立した選手には記念品を進呈する。 

７．今大会で５回・１０回・１５回・２０回連続出場表彰を希望する参加者は指定の申請

書を使用し、チーム申込とは別に指定先に郵送すること。表彰は１９日（日）に行う。 

８．表彰時間は第二次要項を参照すること。 

 
[世界記録・日本新記録の注意点] 

１．世界記録突破、日本新記録樹立にはＦＩＮＡ承認水着着用が条件となる。 

２．世界記録の突破が予想される個人またはチームは、出場するレースの１時間前までに

指定の用紙に記入の上、２階受付に提出し申請すること。 

３．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

しての公認を申請する。 

４．世界記録挑戦の申請がない場合、記録が世界記録として認定されない場合もあるので

注意すること。 

５．世界記録を突破した場合や、日本新記録を樹立した場合は、直ちに認定員による水着

の確認を受けること。 

６．世界記録を突破した場合、泳者の生年月日を証明するもの（パスポートのコピーまた

は住民票のコピー）が必要となる。大会当日に持参し、表彰の際に新記録係へ提出す

ること。なお、運転免許証・健康保険証は不可とする。 

 

健康管理健康管理健康管理健康管理    

１．参加者の健康管理は本人の責任とし、各自で充分留意すること。 

２．各チームは所属する参加者について次のことを確認すること。 

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. 競技大会前に１ヶ月間以上、週１回以上の練習を定期的に行っていること。 

c. 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。 

但し、救護係による応急処置は行います。 

 

託児室託児室託児室託児室    

会場内に託児室あり。申込書は(一社)千葉県水泳連盟ホームページからプリントアウトし

て部会宛てに郵送する。当日申込による利用は不可。 

 １,０００円/１日（大会当日託児室で支払う） 

 

異異異異    議議議議    

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２階受付に

ある抗議書に内容を記載し、抗議料５,０００円を添えて受付に提出すること。抗議書の内

容を大会総務で検討し裁定する。なお、抗議書の提出はチームの責任者に限る。また、抗

議内容が承認された場合は抗議料を返金するが、抗議内容が却下された場合は抗議料を返

金しない。その他、問い合わせについては受付に申し出ること。 
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    申申申申    込込込込    方方方方    法法法法     【Ｗｅｂエントリー】または【郵送エントリー】【Ｗｅｂエントリー】または【郵送エントリー】【Ｗｅｂエントリー】または【郵送エントリー】【Ｗｅｂエントリー】または【郵送エントリー】で行う。で行う。で行う。で行う。    

２つの方法からどちらか一方を選択し２つの方法からどちらか一方を選択し２つの方法からどちらか一方を選択し２つの方法からどちらか一方を選択し、、、、申し込むこと（併用は申し込むこと（併用は申し込むこと（併用は申し込むこと（併用は不可とする不可とする不可とする不可とする））））。。。。    

定定定定        員員員員        ⇒⇒⇒⇒    先着先着先着先着１１１１,,,,４４４４００名００名００名００名（定員になり次第締切とする）（定員になり次第締切とする）（定員になり次第締切とする）（定員になり次第締切とする）    

申込期間 ： ２０２０２０２０２０２０２０２０年度登録年度登録年度登録年度登録完了完了完了完了日日日日    ～～～～    １１１１１１１１月月月月１５日（１５日（１５日（１５日（金金金金））））必着必着必着必着    

１５００ｍ自由形１５００ｍ自由形１５００ｍ自由形１５００ｍ自由形：９９９９月月月月４４４４日日日日（水）（水）（水）（水）～～～～９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日（水）（水）（水）（水）に事前申込をすること。    

定員になり次第締切とする定員になり次第締切とする定員になり次第締切とする定員になり次第締切とする（詳細は申込書で確認すること）。 

 

ＷｅｂエントリーＷｅｂエントリーＷｅｂエントリーＷｅｂエントリー    

① 下記の(一社)日本マスターズ水泳協会のホームページにアクセスする。 

http://www.masters-swim.or.jp/ 

② 会員ログインをし、「大会申し込み」から「公認大会：第２１回ＣＭＣ新年マスターズ

フェスティバル」を選択して申し込みを行うこと。 

③ チーム責任者以外の競技者が個人種目の申し込みを行った場合、チーム責任者が必ず

承認手続きを行うこと。最後の「チーム責任者に提出」を忘れずにクリックすること。 

④ エントリー料はチーム責任者がチームの申込金全額をまとめて次項に記す振込先に振

り込むこと。 

⑤ チーム申し込みの際、入金完了日を入力すること。 

尚、入金完了日は支払い日ではなく、扱い日（休日に払った場合は翌営業日）とする。 

⑥ 申込と振込が揃って完了していない場合は締め切り２日後で不成立とする。 

既に振込があり、申込確認ができない場合、または逆の場合も同じ扱いとする。 

⑦ 振込のみがあった場合は返金する（振込手数料は申込チーム負担とする）。 

申し込み方法の詳細は(一社)日本マスターズ水泳協会のホームページで確認すること。 

⑧ 申請が受理されると、チーム責任者に下記のような「申請完了メール」が送信される。

これが手許に届けば申し込みは成立となる。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【受付ＯＫの返信参考例】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

〇〇〇 様 

第２１回ＣＭＣ新年マスターズフェスティバル（2020 アプラスマスターズシリーズ） への 

〇〇〇○ （チーム名） から参加申込を受け付けました。 

 

申請番号： 

 

参加者数：女子 0 名 男子 1 名 

個人種目：女子 0 種目 男子 3 種目 

リレー：女子 0 種目 男子 0 種目 混合 0 種目 

 

申込金額 

大会出場登録費：1 名 500 円 

個人種目：3 種目 4,800 円 

リレー：0種目 0 円 

プログラム：1部 800 円 

ランキング：0部 0 円 

合計金額：6,100 円 

 

大会の詳細については主管団体へお問合せください。 

 

このメールは送信専用アドレスより送信しています。 

返信いただいても対応できませんのでご了承ください。 

 

一般社団法人日本マスターズ水泳協会 

http://www.masters-swim.or.jp/ 
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郵送エントリー郵送エントリー郵送エントリー郵送エントリー    

(一社)千葉県水泳連盟ホームページから必要な書類をプリントアウトし、下記へ郵送して

申し込むこと。申込後のエントリー変更・追加・キャンセル等は受け付けない。 

 

＊下記①～④をまとめて郵送する＊ 

① 大会申込書（書式１）：１チーム１枚 

② 個人申込書（書式２）：１名につき１枚 

③ リレー申込書（書式３)：出場チームのみ 

④ 大会申込チェック用紙（書式４）：１チーム１枚 

振込明細のコピー（書式４の下段に貼付） 

 

【【【【郵送先郵送先郵送先郵送先】】】】    

 

 

    

    

    

 

【【【【参加費用参加費用参加費用参加費用】】】】    

大会参加費  Ｗｅｂエントリー ⇒ ５００円/１名 

郵送エントリー  ⇒ ８００円/１名 

１． 個人種目 ５０ｍ・１００ｍ １種目 １,５００円 

２．  〃 ２００ｍ １種目 １,８００円 

３．  〃 ４００ｍ １種目 ２,５００円 

４．  〃 １５００ｍ（事前申込の当選者のみ） １種目 ６,０００円 

５． リレー種目 ４×５０ｍ １種目 ２,０００円 

６．  〃 ４×１００ｍ １種目 ４,０００円 

７． プログラム１部・８００円／別売ランキング１部・２,０００円(後日郵送) 

＊当日販売プログラム（１,０００円）は準備する数量が少ないので、出来るだ

け事前申込をお勧めします。 

 

※※※※    参加費の振込口座は大会によって異なるので注意すること参加費の振込口座は大会によって異なるので注意すること参加費の振込口座は大会によって異なるので注意すること参加費の振込口座は大会によって異なるので注意すること    

※※※※    振込手数料は振込人の負担とする振込手数料は振込人の負担とする振込手数料は振込人の負担とする振込手数料は振込人の負担とする    

※※※※    振込人は必ず「チーム番号（振込人は必ず「チーム番号（振込人は必ず「チーム番号（振込人は必ず「チーム番号（６６６６桁桁桁桁）チーム名」）チーム名」）チーム名」）チーム名」を入力・記入のことを入力・記入のことを入力・記入のことを入力・記入のこと    

入力・記入例入力・記入例入力・記入例入力・記入例    ：：：：    １１０９９９チバコク（空白１１０９９９チバコク（空白１１０９９９チバコク（空白１１０９９９チバコク（空白ハイフン不要）ハイフン不要）ハイフン不要）ハイフン不要）    

≪注意≫≪注意≫≪注意≫≪注意≫    

個人名やセントラル（カ）やルネサンス（カ）など個人名やセントラル（カ）やルネサンス（カ）など個人名やセントラル（カ）やルネサンス（カ）など個人名やセントラル（カ）やルネサンス（カ）など、、、、対象名が多く対象名が多く対象名が多く対象名が多く、、、、判断できない判断できない判断できない判断できない

振込振込振込振込みみみみはははは、、、、付け合せが後回しになり、定員をオーバーした場合は参加できないこと付け合せが後回しになり、定員をオーバーした場合は参加できないこと付け合せが後回しになり、定員をオーバーした場合は参加できないこと付け合せが後回しになり、定員をオーバーした場合は参加できないこと

もあるので注意すること。もあるので注意すること。もあるので注意すること。もあるので注意すること。    

    

    

【【【【    振込先振込先振込先振込先    】】】】    

三菱三菱三菱三菱ＵＦＪＵＦＪＵＦＪＵＦＪ銀行銀行銀行銀行    大伝馬町（おおでんまちょう）大伝馬町（おおでんまちょう）大伝馬町（おおでんまちょう）大伝馬町（おおでんまちょう）支店支店支店支店    

普通普通普通普通口座口座口座口座    ０２８４６２５０２８４６２５０２８４６２５０２８４６２５    

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟    ＣＭＣ大会ＣＭＣ大会ＣＭＣ大会ＣＭＣ大会    代表理事代表理事代表理事代表理事    大澤光彦大澤光彦大澤光彦大澤光彦    

〒２７５〒２７５〒２７５〒２７５----００１１００１１００１１００１１    

習志野市大久保習志野市大久保習志野市大久保習志野市大久保    １１１１----２９２９２９２９----２１２１２１２１----２０７号２０７号２０７号２０７号    

((((一社一社一社一社))))千葉県水泳連盟マスターズ大会係千葉県水泳連盟マスターズ大会係千葉県水泳連盟マスターズ大会係千葉県水泳連盟マスターズ大会係    宛宛宛宛    
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【【【【    その他その他その他その他    】】】】    

■■■■申込に関する問い合わせ申込に関する問い合わせ申込に関する問い合わせ申込に関する問い合わせ    

申込が完了しているかどうかの問い合わせが多々あります。事務局にて各チームの振込と

申込書類・データの付け合せをし、相違がある場合のみチーム代表者に連絡します。 

当方から連絡がない場合は正しく受理されていますので、お問い合わせはご遠慮下さい。 

    

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

大会に関する電話での問い合わせは受付致しません。 

質問は下記にメールまたはファックスで質問事項・連絡先等を記載の上、送信すること。 

なお、質問・問い合わせはチーム代表者に限る。 

Mail toiawasechibamasters@gmail.com 

Fax  ０４７-７６７-５１６６ 

    

■領収書■領収書■領収書■領収書    

領収書を希望する場合、切手を貼付した返信用封筒を申込締切日までに下記に送付するこ

と。郵送申込チームは申込書の右側欄に記入し同封する。Ｗｅｂ申込チームは振込日・金

額・明細などを明記した文書を同封のこと（コピーで可）。後日発行や再発行はしないので

注意すること。 

【送付先】 〒２７５－００１１ 習志野市大久保 １-２９-２１-２０７号 

(一社)千葉県水泳連盟マスターズ大会係 宛 

 

■第二次要項■第二次要項■第二次要項■第二次要項    

１．郵送申込チームには大会の約２週間前に当日の案内文書、出場種目・レーンが印刷さ

れた個人ＩＤカード等を各チームの責任者宛に送付する。 

２．Ｗｅｂ申込チームには大会案内文書とＩＤカードを大会の約２週間前に送付するが、

関係書類は各チームでＨＰからプリントアウトすること。 

３．その他のイベント等については第二次要項、ホームページ、メルマガ等で案内する。 

 

■大会当日■大会当日■大会当日■大会当日    

１．２階のチーム受付デスクにて必ず受付を行うこと（参加賞・別売プログラム・返金・

領収書の受け渡し等）。受付票はないので、責任者が第二次要項封筒を持参するか、選

手代表の１名がＩＤカードを提示する等、チーム番号が分かるものを提示し、受付リ

ストに署名することでチーム受付ができる（参加者１名のみで良い）。 

２．受付をしなかったチームへの後日郵送は行わないので必ず受付手続きを行うこと。 

３．悪天候や災害など予測できない状況にてやむを得ず大会が中止になった場合は「参加

賞」「申込したプログラム」等は後日各チームに送付するが、申込金の返却は行なわな

い。 

 

■■■■個人情報個人情報個人情報個人情報    

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

ご提出いただいております。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。なお、今大会の競技結果を委託先のホームページにて公開しますので、予めご

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します。 

委託先：(有)東洋電子システム・(有)和興 
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【【【【    連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項    】】】】 
■ＩＤカード■ＩＤカード■ＩＤカード■ＩＤカード    

本大会は第二次要項の郵送時に参加者全員のＩＤカードを同封します。大会の招集時には

ＩＤカードの提示が必要です。忘れたり紛失したりした場合は２階受付にて再発行手続き

をして下さい。裏面の記載事項も忘れないこと。（再発行手数料は１枚５００円） 

 

■■■■「「「「エントリーエントリーエントリーエントリー１０１０１０１０」」」」達成賞達成賞達成賞達成賞    

２０１９年度の県水連主催・主管大会（１月・４月・６月・７月・１０月）に合計で１０

種目以上に参加された方にこの大会でプレゼントを進呈する。この手続きは２０１９年１

０月の千葉マスターズで受付を完了している。 

第２１回ＣＭＣ新年マスターズフェスティバルの大会プログラムに氏名が掲載されている

方への表彰は第二次要項を参照すること。最も多く出場された男女１名ずつには特別賞を

授与する（該当者が複数いた場合は全員を表彰する）。 

 

■写真撮影について■写真撮影について■写真撮影について■写真撮影について    

ＩＤカードを所持している参加者は撮影許可証の手続きは不要とする（撮影時は必ずＩＤ

カードを首に掛ける等、はっきり見える位置に携帯すること）。ＩＤカードを持っていない

付添者等は受付で撮影許可証の発行手続きをすること。受付時に１，０００円を徴収する

が、許可証返却時にその１，０００円を返金する。返却手続きは当日の退館時間までとす

る。また場内で不適切と思われる撮影が行われているという通報があったり、主催者が不

審と判断した場合は該当者に説明を求め、退館勧告を行う場合もある。加えて悪質と思わ

れる事案の場合は警察に通報し、対応を依頼する。 

 

■会場内でのケガ等について■会場内でのケガ等について■会場内でのケガ等について■会場内でのケガ等について    

大会会場内にてケガ・体調不良等があった場合は必ず救護ステーションに申し出ること。

応急治療の履歴がない・負傷・後日の発症等については保険の対象にならないので注意す

ること。    

    

■忘れ物について■忘れ物について■忘れ物について■忘れ物について    

大会時の忘れ物の問い合わせについては所定のエクセル用紙に情報を入力し、送信するこ

と。 

期限は大会終了後３日以内とする。受付はメールのみとする。 

 

■アップ時のアップ時のアップ時のアップ時の注意事項注意事項注意事項注意事項    

・メインプールでのアップはビート板、フィン、シュノーケルは使用できない。・メインプールでのアップはビート板、フィン、シュノーケルは使用できない。・メインプールでのアップはビート板、フィン、シュノーケルは使用できない。・メインプールでのアップはビート板、フィン、シュノーケルは使用できない。    

・・・・ダイビングプールではダイビングプールではダイビングプールではダイビングプールではビート板、フィンビート板、フィンビート板、フィンビート板、フィン、シュノーケルは使用できる、シュノーケルは使用できる、シュノーケルは使用できる、シュノーケルは使用できる。。。。    

但し、フィンを使用する場合は専用レーンで行うこと。但し、フィンを使用する場合は専用レーンで行うこと。但し、フィンを使用する場合は専用レーンで行うこと。但し、フィンを使用する場合は専用レーンで行うこと。    

・メインプール、ダイビングプール共にケガ防止のためパドルの使用は不可とする。・メインプール、ダイビングプール共にケガ防止のためパドルの使用は不可とする。・メインプール、ダイビングプール共にケガ防止のためパドルの使用は不可とする。・メインプール、ダイビングプール共にケガ防止のためパドルの使用は不可とする。    

・・・・混雑が予想され混雑が予想され混雑が予想され混雑が予想されるるるるのでお互いのでお互いのでお互いのでお互い譲り合いを心掛けて事故のないよう譲り合いを心掛けて事故のないよう譲り合いを心掛けて事故のないよう譲り合いを心掛けて事故のないように注意することに注意することに注意することに注意すること。。。。    

・・・・尚、尚、尚、尚、飛び込みは飛び込みは飛び込みは飛び込みは公式スタート練習以外は公式スタート練習以外は公式スタート練習以外は公式スタート練習以外は危険に危険に危険に危険につきつきつきつき禁止禁止禁止禁止とするとするとするとする。。。。    

    

■■■■スタート台スタート台スタート台スタート台    

スタート台は羽根つきで、スタート台は羽根つきで、スタート台は羽根つきで、スタート台は羽根つきで、背泳ぎ用の背泳ぎ用の背泳ぎ用の背泳ぎ用のバックバックバックバックストロークレッストロークレッストロークレッストロークレッジを使用する。ジを使用する。ジを使用する。ジを使用する。    

    

以上 
    

============================================================    大会情報大会情報大会情報大会情報公開中公開中公開中公開中    ============================================================    

((((一社一社一社一社))))千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟千葉県水泳連盟    マスターズ部会マスターズ部会マスターズ部会マスターズ部会    

http://www.chibahttp://www.chibahttp://www.chibahttp://www.chiba----swim.or.jpswim.or.jpswim.or.jpswim.or.jp/?/?/?/?cat=9cat=9cat=9cat=9    


