
  

大会についてのご案内 
 

１． 大会の予定時間とアップについて 

【11月 18日（土）】              【11月 19日（日）】 

駐車場開門 ７：００ 駐車場開門 ７：００ 

代表者入場 ７：５０ 代表者入場 ７：５０ 

入場 ８：００ 入場 ８：００ 

アップ 

50mメイン ８：００～８：５０ 

アップ 

50m メイン ８：００～９：００ 

25mサブ  ８：００ 

～競技終了迄 
25m サブ  ８：００ 

～競技終了後 15分迄 

公式スタート ８：３０～８：５０ 公式スタート ８：３０～９：００ 

セレモニー ９：００～９：３０（和太鼓）   

開 会 式 ９：３０～１０：００   

競 技 開 始 １０：１５ 競 技 開 始 ９：１５ 

競 技 終 了 １７：４０頃（予定） 競 技 終 了 １５：４５頃（予定） 

  閉 会 式 競技終了後 

 

＊入場について（補則１参照） 

・本大会は、チーム・地区別等で控席を指定しております。決められた場所をご利用いただきま

すようお願いいたします。又、深夜から入場ゲート前に並ばないようにして下さい。 

・入場の際、入場整理券が必要となります。必ず忘れずにお持ち下さい。 

・入場の詳しい方法や場所は、補則１(入場及び控席に関する連絡事項)と別紙１(控席指定場所案

内図)を参照して下さい。 

   ・開門時は、安全に入場していただく為、入場規制をさせていただく場合がありますのでご協力

お願い致します。 

＊アップについて 

 ・50mメインプールでは、男女に分かれて行います。 

  Ａ面プール（飛び込みプール側）は女子専用、Ｂ面プール（電光表示板側）は男子専用です。 

 ・50m メインプ－ルのウォ－ミングアップは、右側通行です。また、公式スタート練習は観覧席か 

らステージ側に向かっての一方通行となります。 

・50m メインプールの中でスタート台のないレーンでのアップやダウンは出来ません。 

・25m サププールでの飛び込みは、危険な為禁止といたします。 

・アップやダウン時は、危険のないようお互い注意し合って下さい。(パドルやフィン等の使用は 

禁止です。) 

 

２．泳法上の注意並びに競技中の諸注意 

競技は、(一社)日本マスタ－ズ水泳協会の競泳競技規則に準じて行います。 

＊スタートについて（バックパネル付き） 

a. スタ－トのフライングは、１回目で失格となります。スタ－トの信号が発せられたときは、

フライングの者があってもスタ－トのやり直しは行いません。 

b. 背泳ぎを除く各種目のスタ－トは、スタ－ト台上、台下または水中からすることが出来る。 

c. スタ－ト台からスタ－トする選手は、審判長の笛の合図で台上に上がり、直ちに台の前縁に

少なくとも一方または双方の足の指を掛ける。 

d. 出発合図員の“Take your mark(s) ”の合図でスタ－トの姿勢をとり、静止したとき出発

の合図が発せられる。台下からのスタ－トもこれに準ずる。 

従来の“ヨーイ”の合図から変更となりますので、ご注意ください。 

e. 選手が静止したのち、出発の信号が発せられる前にスタ－トの動作を始めた者はフライング

となる。但し、出発合図員の“Take your mark(s) ”の合図の後（信号が発せられる前）

に、故意でなく水中に倒れ落ちた場合はフライングとしない。この者は、水中から上がらず



  

にｆ項に準じて水中からスタ－トするものとする。 

f. 水中からスタ－トする選手は、審判長の笛の合図で水中に入り、直ちにスタ－ト用のグリッ

プを片手または両手で持ち両足を壁につける。出発合図員“Take your mark(s) ”の合図

以後は、台上のスタ－トと同じとする。 

※マスターズ水泳のスタートは、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び込みの練習をしていない選手は、安 

全面から、スタート台横や水中からのスタートをお勧めいたします。 

g. 本大会では、バックパネル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

パネル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。バックパネルの調整

は、選手席に入った直後に選手自身で行って下さい。審判長の笛の合図後にバックパネルの

調整を行い、そのことで競技を遅延させた場合は、インターフェア行為と判断をして失格に

なる場合がありますのでご注意ください。 

＊退水について 

a. 本大会は、リレー、２５ｍ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自信の競技終了後に、次の組みがスタートするまで水中で待機す

る方式です。 

b. 自身の競技終了後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ください。 

次の組の競技がスタートしましたら、１～４レーンは１レーン側より退水、５～８レーンは

８レーン側より退水します。 

c. 移動の際はタッチ板に触れないよう、レーンロープをくぐり移動してください。 

＊潜水距離の制限と泳法について 

・バタフライ・自由形・背泳ぎは、スタ－ト及び折り返し後 15ｍ迄に、頭が水面上に浮上しなけ 

ればならない。 

・バタフライは、平泳ぎのキック又はバタフライのキックを、平泳ぎのキックに併用することが

出来る。 

＊スタートや折り返しの姿勢について 

・平泳ぎ・バタフライの折り返し及びゴールタッチは、両手同時に行わなければならない。 

・タッチは水面の上下どちらでもよい。 

・バタフライにおけるスタ－ト、折り返し後の水中でのサイドキックは認めるが、いかなるとき

も仰向けになってはいけない。 

 

３．競技について 

 本大会は、アップ・競技共「Ａ面：女子  Ｂ面：男子」となります。 

＊ゴールタッチは、タッチ板の有効面に必ずタッチをして下さい。 

＊本大会は、50ｍプ－ルを短水路仕様で行います。従って 25ｍを２面でレ－スを実施いたします。 

（Ａ面：女子…飛び込みプ－ル側 ・ Ｂ面：男子…電光表示板側） 

＊会場（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）の 50ｍプ－ルの水深は、2.5ｍと深いですので十分ご注意願

います。 

＊招集時間に遅れた場合は、棄権と見なされ失格となります。どうか遅れないようにご集合下さい。 

＊プログラムに記載してあります「A 面・B面」・「組」・「レーン」以外で泳がれた場合は、失格と 

なりますので十分ご注意願います。 

＊競技時間が進んでも時間の調整はいたしません。 

＊リレ－と 800ｍ・1500ｍのレ－スに限ってはプ－ルサイドから応援を許可します。 

＊800ｍ種目と 1500ｍ種目のレ－スについては、デッキシーディング制で行います。（補則２参照） 

開催当日、出場者の受付を２階受付にて行いますので、必ず受付を済ませてください。 

本大会での自由形１５００ｍにおける８００ｍは途中正式時間とはいたしません。 

＊４００ｍ自由形は、ラスト５０ｍの振鈴合図を鳴らします。 

 

<水着について> 

＊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、水着の規定は以下

の通りです。 

① FINA への世界新記録の申請・日本新記録の公認については、有効な FINA 承認マークがついて



  

いた水着を着用して泳いだ記録のみ対象とする。 

② 素材については、繊維を中心とした水着とする。ラバー及び大きなパネルが貼ってある水着は

禁止とする。 

③ 形状については、水着が身体を覆う範囲を次の通りとする。 

  ・男性は、へそを超えず、膝までとする。 

  ・女性は、肩から膝までとする。但し、首・肩を覆うことはできない。 

④ 水着は一着しか着用することができない。（重ね着は禁止） 

  ただし、水泳用インナーショーツ（サポーター）などのモディスティ－スーツ（不適切な露出

を避けることを目的とした水着）。女性用インナーパット（カップ）などの使用は認める。 

 水着の規定についての詳細は、（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページをご覧ください。 

<リレーについて> 

＊リレーの申込みについては、第一要項に基づいて、申込時に提出していただいております。 

よって大会当日のリレーのオーダー用紙の提出はありません。 

＊リレーオーダー変更について（リレーオーダーの変更は１回のみとします。） 

申込みしていただいたオーダー順や選手の変更がある場合のみ、変更用紙(２階受付にて配布)を 

提出して下さい。又、選手の変更は、個人種目出場者に限ります。 

変更用紙の提出時間に遅れたり、無届でオーダーを変更したり、オーダー順を変えたりした場合、

リレーオーダーの相違となり失格となりますのでご注意下さい。 

変更用紙提出の締め切り時間については、次ページをご確認下さい。 

・１日目 男女メドレ－リレ－ ・・・⇒  男子５０ｍバタフライ終了迄  

男女フリ－リレ－  ・・・⇒   男子１００ｍバタフライ終了迄 

・２日目  混合メドレ－リレ－  ・・・⇒   男子４００ｍ個人メドレー終了迄 

混合フリ－リレ－   ・・・⇒    １００ｍ混合メドレーリレー終了迄 

 

４．施設使用上の注意と案内（会場導線図・施設平面図は別紙添付） 

＊更衣室．プ－ルサイドは素足でお願いいたします。 

＊館内禁煙となっております。喫煙場所は２階外部バルコニ－となっています。 

＊25ｍサブプール側更衣室への入室を禁止いたします。更衣する場合は、50ｍプール側更衣室を 

ご利用ください。（25ｍサブプール側の更衣室での、更衣のみも出来ません。） 

貴重品等の保管でロッカーを利用したい場合は、大会受付でロッカー「鍵」を貸し出します。 

その場合、保証金として１日 5,000円お預けいただきます。 

＊観覧席最前列の使用は出来ますが、「立たない・もたれない」を守って頂きますよう願いいたしま

す。 

＊観覧席での飲食は禁止されております。 会場内での飲食は、２階通路・観覧席最上段のスペー 

 スのみといたします。又、各チ－ムで出したゴミはお持ち帰り下さい。 

＊観覧席での敷物の利用は、禁止です。会場内での敷物の利用は、２階通路（なお、2Fエレベータ 

ー乗降場所周辺から身体障害者専用控場所への移動部分は禁止です。）と観覧席最上段の通路のみ

といたします。 

    ＊会場（三重交通 G スポーツの杜鈴鹿）内に設置してある電源「コンセント」を無断で使用するこ

とはできません。（使用した場合は、有料となります。） 

 

５．安全について 

＊大会当日体調のすぐれない方は、救護室にお申し出下さい。（プ－ルサイド本部席横） 

＊２５ｍ種目のレ－ス終了後は、全員がゴ－ルタッチしたことを確認した後に、左右の空いている 

コ－スへ移動してください。すぐにプ－ルサイドに上がらず、脈拍が正常に下がってからプ－ル 

サイドに上がって下さい。 

＊５０ｍ種目以上は、レ－ス終了後、次の組がスタ－トしてからプ－ルサイドに上がって下さい。 

この際、絶対にタッチ板に触れないよう競技役員の指示に従って下さい。 

＊橋脚に近い（Ａ面の場合、１レーンの横・Ｂ面の場合、８レーンの横）空きスペースがとても狭 

くなっています。選手の皆さんは、怪我のないよう競技役員の指示のもと、ゆっくり安全にお上が 

り下さい。 

＊レ－ス前のウォ－ミングアップやレ－ス後のク－ルダウンは、必ず行いましょう。 



  

＊会場内及び大会期間中での事故や怪我に関しては、全て参加者側の責任において処理して下さい。 

（但し、応急処置は行います。） 

決して無理をせず、自己管理と体調の調整を行ってレ－スに望んで下さい。 

 

６．開会式・閉会式について 

＊開会式は、入場行進はいたしません。当日のアナウンスにて案内いたします。 

＊閉会式時に行う団体・個人表彰の対象者は、競技終了後本部席に集合してください。 

・男女総合表彰 … 優勝～６位まで表彰 

・個人表彰   … ベストマスタ－ズ賞１名・マスタ－ズ賞２名 

＊大会第２日目の最終競技終了後直ちに閉会式を行います。 

 

７．メダルの授与について 

＊自己申告レースとタイムレ－ス共に個人で３位迄に入った方とリレ－で１位になったチ－ムには、 

 レ－ス後３０分以降から、２階のメダル引き渡し場所にてメダルの引き渡しを行います。 

＊メダルの引き渡しは、両日共、競技終了３０分迄とさせていただきますので、早めの受け取りを 

お願いいたします。 

 

８．受付について 

参加チームは、出場初日に２階受付に｢受付票｣を提出し、必ずチーム受付を済ませて下さい。 

＊２階通路にて以下の受付を行います。 

①チ－ム受付 ②1500m/800m 自由形デッキシーディングの受付 ③リレーオーダー変更届の提出 

④連続 10 回出場選手賞表彰の出欠票の提出 ⑤世界記録挑戦申込みの受付（世界記録に挑戦され

る方は、必ず受付を行って下さい。） ⑥メダル引き渡し ⑦赤福餅の引換 ⑧ロッカーの「鍵」

貸し出し受付（保証金として、1日 5000円） 

＊チーム受付の際、プログラムを予約されたチームは、プログラムをお受け取り下さい。 

＊「赤福餅引換券」は指定時間内に必ず２階受付けにて受け取り下さい。 

 

９．世界新記録・日本新記録・自己申告タイム「ぴったり」となった選手の表彰について 

＊世界新記録や日本新記録の表彰と自己申告タイムに「ぴったり」となった選手への表彰は、下記

指定の時間にまとめて表彰いたします。該当の選手は、本部席にお集まり下さい。 

【第一日目】   ２００ｍ 背泳ぎのレース中    

           ２００ｍ 個人メドレーのレース中 

          １５００ｍ 自由形のレース中 

【第二日目】   ４００ｍ 個人メドレーのレース中 

           ２００ｍ バタフライのレース中 

           ８００ｍ 自由形のレース中 

           ２００ｍ 自由形のレース中 

 

10．岩名秀樹賞について 

 ＊第 1回大会より第 12回大会まで大会会長を務めていただいた岩名秀樹氏の功績を讃えて「岩名秀 

樹賞」が設けられました。「岩名秀樹賞」は、フリーリレー（4×25ｍ）の自己申告をしたタイム 

に一番近いタイムで泳がれた男子チームと女子チームに授与されます。 

（表彰は、自由形１５００ｍのレース中に行います。） 

 

11．谷口晋矢賞について 

  ＊三重県鈴鹿市出身でシドニーオリンピックに出場し、400m個人メドレーで 8位入賞を果たしまし 

たが、病気により 2013年に 32歳の若さで亡くなられた谷口晋矢選手の功績を讃えて設けられた 

賞です。400m個人メドレーで一番早く泳がれた男女各 1名と、自己申告をした一番近いタイムで 

泳がれた男女各 1名に授与されます。（表彰は、2日目２００ｍ平泳ぎのレース中に行います、） 

 

12．連続 10 回出場選手賞について 

  ＊連続 10 回出場選手賞の表彰は、該当の選手に送付させていただいた「ご案内」に詳細が記載し 



  

てあります。出欠票を 2階受付に提出し、希望された表彰時間に本部席にお集まり下さい。 

 

13．発送について 

＊メダルは、大会期間中に受付に取りに来て下さい。 

それらの郵送を希望される場合は、着払いにて郵送いたしますので本大会期間中に受付へお申込下 

さい。なお､記録証・注文ランキングについては、後日、各クラブに郵送いたします。 

 

14．異議申立てについて  

＊本大会当日の競技に関して異議のある場合は、そのレース終了後３０分以内に、またランキング 

に異議のある場合はランキング発表後３０分以内に、２階受付で所定用紙に記入の上、異議申立

て料 5000円を添えてチームの責任者が受付へ提出して下さい。また、レース前に分かっている異

議については、そのレースが始まる前までに、所定用紙に記入の上、チームの責任者が受付へ提

出して下さい。異議については、総務で審議して決定します。（申立ては、チームの責任者に限り

ます。） 

 

15.個人情報保護法について 

＊本大会の申込みに関わる個人情報は、本大会運営、(一社)日本マスターズ水泳協会等における各 

種メディアへの広報活動として使用いたしますのでご承知置き下さい。 

 

16．特記事項 

＊天災・天候等により競技の中止、又は中断をする場合があります。その場合は、種目料・プロ 

グラム代・弁当代の返金はいたしませんのでご承知置き下さい。 

 

17．その他 

＊身体的障害のある方の入場については申請が必要となります。補則３を参照の上、手続きをして 

 いただきますようお願いいたします。 

＊貴重品の保管は各チ－ムで管理してください。主催・主管側といたしまして、責任は一切負い 

ません。 

＊大会期間中の忘れ物は、２階受付にお尋ねください。お預かりした忘れ物については、第２日 

目の競技終了後迄お預かりしますが、閉会式後処分します。 

＊スタンドの使用は、チーム同士譲り合ってお使い願います。 

＊カメラ・ビデオの撮影については自由とさせて頂きます。但し、盗撮などの予防のため、係りの 

者からお尋ね等をさせていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。 

  ＊敷物（毛布・シート）は、指定場所にてご利用下さい。（観覧席に敷物を引くことは禁止いたしま

す） 

１日目終了後は、各チームが責任を持って荷物等をお持ち帰り下さい。会場内に置いてある場合は、 

主催者側で撤去させていただきます。 

＊会場周辺には、コンビニはございません。但し、宿泊施設「スポーツマンハウス」のレストラン 

や温泉はご利用できます。 

＊注文弁当の空き箱は、弁当引き渡し場所にお出し下さい。（両日とも１４時迄です。） 

＊駐車場については、サッカ－場横の２箇所の駐車場が利用できます。但し、マイクロバス以上の 

お車は、サッカー場奥の「第 2駐車場」に駐車して下さい。 

  ＊シャトルバスの停留所・時刻表については、別紙２をご参照下さい 

 

セレモニー 
 

  11月 18日(土)  和 太 鼓 の 演 奏   ９：００～９：３０ 


