
〈主催〉 株式会社コナミスポーツクラブ

〈公認〉 一般社団法人 日本マスターズ水泳協会

〈公認番号〉

〈主管〉 コナミスポーツクラブ

〈大会日程〉 2016年7月3日(日)

〈会場〉 横浜国際プール（50m×10レーン　メインプール） ※長水路での競技となります。
〒224－0021
神奈川県横浜市都筑区北山田7－3－1

〈参加資格〉 ①（一社）日本マスターズ水泳協会へ、大会への申込日までに、2016年度の
チーム登録及び個人登録を完了した方。
登録手続きを完了してから大会参加申込手続きを行ってください。
②暦年齢（大会開催年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。
③高校生には参加資格はありません。

〈年令区分〉 ①個人種目は競技者の暦年齢（大会開催年12月31日現在の年令）により
次の年齢区分によって行なわれる。以降同様に5歳ごととする。
②リレー種目は、競技者4名の暦年齢（大会開催年12月31日現在の年令）の
合計により次の年齢区分によって行なわれる。以降同様に40歳ごととする。
●個人種目

区分 年齢 区分 年齢 区分 年齢
18 18－24 55 55－59 90 90－94
25 25－29 60 60－64 95 95－99
30 30－34 65 65－69
35 35－39 70 70－74
40 40－44 75 75－79
45 45－49 80 80－84
50 50－54 85 85－89

●団体種目
区分
119 119歳以下
120 120－159歳
160 160－199歳
200 200－239歳
240 240－279歳
280 280－319歳
320 320－359歳
360 360－399歳

〈競技種目〉 ①個人種目
自由形 50m・100m・200m
背泳ぎ 50m・100m・200m
平泳ぎ 50m・100m・200m
バタフライ 50m・100m・200m
個人メドレー 200m

②団体種目
フリーリレー 4×50m
メドレーリレー 4×50m
混合フリーリレー 4×50m
混合メドレーリレー 4×50m

〈競技順序〉 1 100m 背泳ぎ 8 50m 自由形 15 200m 平泳ぎ
2 100m 自由形 9 50m 平泳ぎ 16 200m バタフライ
3 4×50m メドレーリレー 10 50m バタフライ 17 4×50m フリーリレー
4 100m 平泳ぎ 11 200m 個人メドレー
5 100m バタフライ 12 200m 背泳ぎ
6 4×50m 混合フリーリレー 13 200m 自由形
7 50m 背泳ぎ 14 4×50m 混合メドレーリレー

※上記ナンバーは競技順序の番号です。
※競技は女子⇒男子の順で行います。
※200m種目はデッキシーディングになることもございます。

〈競技方法〉 ①(一社)日本マスターズ水泳協会が定める競泳競技規則による。
②男女別（混合除く）及び年令区分別によるタイムレース決勝とする。
③競技は原則として女子・男子の順にて申告タイムに従い行う。

〈出場制限〉 ①個人種目は1人2種目までとします。
②リレー種目への出場は、個人種目にエントリーした方とし、そのチームからの

(一社)日本マスターズ水泳協会公認　第11回コナミスポーツクラブマスターズ水泳競技会　東日本大会

大会参加要項

年齢



出場者に限ります。また、同一のリレー種目では複数の区分からの出場は出来ません。
③混合リレーは女性2名、男性2名での参加となります。

〈表彰〉 ①出場者には参加賞と（一社）日本マスターズ水泳協会の公認記録証を贈ります。
②個人種目・ﾘﾚｰ種目とも区分別、男女別の上位3名の個人またはチームにメダルを授与します。
③ＦＩＮＡ承認水着を着用し、マスターズ長水路日本記録を突破した方は、
日本新記録樹立証を授与いたします。
④ＦＩＮＡ承認水着を着用し、マスターズ長水路世界記録（ＦＩＮＡ認定）を突破した方は、
（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(後日）し、その記録をＦＩＮＡに申請します。

〈エントリー〉 ①参加費
クラブ参加費 3，000円
個人種目費(1種目) 1，800円
リレー種目費(1種目) 2，800円
プログラム代 事前申込1，000円・当日販売1，500円
速報代 事前申込2，000円・当日申込2，500円（個人での申込の場合）
＊クラブ参加費にはプログラム1冊・速報1部・参加賞代を含みます
＊料金はすべて税込みとなります

②エントリー方法
東洋電子のホームページ（http://www.tdsystem.co.jp/）にアクセスしてＥｎｔｒｙファイルをダウンロードし、必要事項
をご入力の上、そのファイルを添付して、SwimTeam＠konami.com までお送りください。

※誓約書は、従来の署名押印様式を廃止し、大会ＡＤカードへの署名方式に致します。大会当日のご案内
でお知らせ致します。
　
※インターネットに接続できない場合は、下記までお問い合わせください

  兵庫県西宮市高松3-7　コナミスポーツクラブ本店西宮内

振込先 三井住友銀行　本店営業部　普通口座　9431052
株式会社コナミスポーツクラブ

（例）　902-28-9999 〇〇スイミングクラブ

③ご注意
参加費は銀行振込みのみ（振込み手数料はチーム負担）と致します。現金書留、直接持参の方法では受付致しません
のでご了承ください。エントリー締切後の返金は致しません。

③競技役員
　各チームの5名以上の出場があるチームは出場人数に合わせ競技役員の協力をお願い致します。

協力人数：　　　5名～10名→１名　 11名以上→2名

リレーオーダーは、申込みと同時にオーダー表を提出してください。なお、オーダー変更の
場合は、大会当日の変更締切り時間までにインフォメーションデスクまで提出してください。
年齢区分の変更はできません。
　

〈その他〉 ①所属チームは参加申込の受付に当たって、本人に次の事項を確認するものとする。
　・医師の健康診断または本人の自己申告に基づき、健康上異常が無いこと。
　・競技化当日より前1ヶ月の間、週1回以上の水泳練習を行っていること。
　・競技会出場に当たって自己の体調に留意すること。

②個人情報の取扱について
第１１回コナミスポーツクラブマスターズ水泳競技会　東日本大会にて皆様よりお預かりした個人情報は、
以下の目的のみに使用させていただくとともに、社内ルールに則り、厳重に管理させていただきます。

・申し込み受付などの事務手続き
・プログラム・速報・ランキング等の作成
・上記業務の遂行に必要な範囲での業務委託

③肖像利用に関して
今大会では大会内容・結果の報告を目的として、参加いただく皆様をカメラ・ビデオカメラなどにより
写真及び映像の形式で撮影させていただきます。
尚、今大会にて撮影させていただきました肖像（全部及び一部の肖像、音声等)につきましては、
無償で以下の目的のみに利用させていただきます。

・コナミグループのホームページへの掲載
・マスターズの結果報告及び今後の販促活動
・大会での利用及びランキング等の発送・東洋電子ホームページでのタイム告知

④大会当日、天変地異、天候条件および社会情勢によりやむを得ず大会が中止になった場合は、「参加賞」
　 「記録証」「プログラム」はチームへお渡し致しますが、エントリー料の返金は致しかねますので、予めご了承
　 ください。

問い合わせ先
コナミスポーツクラブマスターズＧ　Tel　070-5557-1938　担当　起（おき）

振り込みの際の名義人は必ず3桁の数字（902）と登録クラブ番号、チーム名を入力してください。

〒663-8204

〈団体競技〉

東日本
大会

問合せ先 締切日

2016年
5月31日（火）

コナミスポーツクラブマスターズ事務局  起　和博宛



チーム番号 - 0

競技役員

　※各チーム5名以上の選手の出場があるチームは出場人数に合わせ競技役員の協力をお願い致します。

協力人数：　　　5名～10名→１名　 11名以上→2名

申込明細

人数

種目数

個人種目費
1種目1,800円

種目数

混合

リレー種目費
1種目2,800円

※プログラムは当日販売は1500円、速報は2500円となります。

※必ず金融機関の振込明細書を裏面に貼り付けの上、お申込みください。

申込書一式
①個人申込書　②リレーオーダー用紙　③大会申込書（この用紙です）　
④振込明細書（この用紙の裏に貼り付けください）　※振込明細書はコピー可

（１） 男　・　女 Ａ級・Ｂ級・Ｃ級・無

注意！ 　今大会では協会規定の一覧表・個人票を使用致しません！

（２） 男　・　女 Ａ級・Ｂ級・Ｃ級・無

男　子 女　子 合　計

チーム参加費 必須（プログラム１冊、速報１部、参加賞代が含まれます） ３０００円
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大会申込書

チーム名

住　　所　　　〒

競技役員資格

電話番号 FAX番号

日中連絡先申し込み責任者名

円

個人

人 人 人

種目 種目 種目

円 円 円

合計 円

氏名 性別

プログラム1冊
1,000円

冊 円

速報1部
2,000円

冊 円

リレー

チーム チーム
チーム

チーム

申込書類一式 



（一社）日本マスターズ水泳協会公認　第11回コナミスポーツクラブマスターズ水泳競技会東日本大会

＊登録者シールを貼ってください。 ＊大会当日緊急時の連絡先

電話番号（携帯可）

（ ）

氏名（本人以外）

 

■エントリーは1人2種目までとします。
■エントリーする種目のタイムは競技の円滑な進行の為に大会当日に泳ぐことのできる正確な記録を１/１００秒まで
　ご記入ください。[ 例：1分００秒００ ]

× ＝

※個人種目エントリー料合計

自由形

円　　個人メドレー 200m 分　　　　　　秒 1,800円 種目

分　　　　　　秒

100m 分　　　　　　秒 100m 分　　　　　　秒背泳ぎ

50m 分　　　　　　秒

バタフライ

50m

200m 分　　　　　　秒 200m 分　　　　　　秒

分　　　　　　秒

100m 分　　　　　　秒 100m 分　　　　　　秒

50m 分　　　　　　秒

平泳ぎ

50m

200m 分　　　　　　秒 200m 分　　　　　　秒

個人種目申込書

競技種目 エントリータイム 競技種目 エントリータイム

＜登録者シール貼付位置＞
IDNo・所属・氏名・性別・年齢

が記載されたシールを貼ってください。

親　族・責任者
その他


