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１．競技方法 

 

（１） 本競技会は（一社）日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則り実施する。 

（２） 組み分けは原則として、男女別年齢区分別に行い、高年齢から低年齢へ、タイムの遅い組から速

い組への順に行う。 

（３） 男女混合チーム別対抗戦とする。 

（４） 競技はタイムレース決勝として順位を決定する。 

（５） 公認競技種目のほかにイベント種目を設け、順位によりチームに得点を加算する（一部競技を除

く）。 

 

 

２．参加資格 

 

（１） 大会申込時までに（一社）日本マスターズ水泳協会の２０１８年チームおよび個人競技者登録を

完了していること。 

（２） マスターズ水泳のモットーを理解した健康な方で、定期的な練習を実践し、自らの責任において

本要項の記載内容を了解していること。 

（３） チームは大学・専門学校等に在学中の学生が４名以上所属し、かつ出場すること。 

（４） 個人は第 93 回日本学生選手権水泳競技大会（インカレ競泳２０１７）に出場していないこと。 

（５） チームの参加者数が５名以上の場合は。参加者数に応じた競技役員を選出していること（５名に

つき 1名の選出、選手を兼ねることは可）。 

  



３．競技種目 

男女とも下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．競技順序 

２０１８年２月１９日（月） 

№ 1 女子２００ｍ個人メドレー 

№ 2 男子２００ｍ個人メドレー 

№ 3 女子１００ｍ自由形 

№ 4 男子１００ｍ自由形 

№ 5 女子１００ｍ平泳ぎ 

№ 6 男子１００ｍ平泳ぎ 

◆着衣泳レース◆ 

№ 7 女子１００ｍ背泳ぎ 

№ 8 男子１００ｍ背泳ぎ 

№ 9 女子１００ｍバタフライ 

№10 男子１００ｍバタフライ 

№11 女子４×２５ｍフリーリレー 

№12 男子４×２５ｍフリーリレー 

◆金メダルに挑戦◆ 

№13 女子２５ｍ自由形 

№14 男子２５ｍ自由形 

№15 女子２５ｍ平泳ぎ 

№16 男子２５ｍ平泳ぎ 

№17 女子２５ｍ背泳ぎ 

№18 男子２５ｍ背泳ぎ 

№19 女子２５ｍバタフライ 

№20 男子２５ｍバタフライ 

◆ジャスト６０！◆ 

№21 混合４×２５ｍメドレーリレー 

２０１８年２月２０日（火） 

№22 女子１００ｍ個人メドレー 

№23 男子１００ｍ個人メドレー 

№24 女子５０ｍ自由形 

№25 男子５０ｍ自由形 

№26 女子５０ｍ平泳ぎ 

№27 男子５０ｍ平泳ぎ 

№28 女子４×２５ｍメドレーリレー 

№29 男子４×２５ｍメドレーリレー 

◆借り物競争レース◆ 

№30 女子５０ｍ背泳ぎ 

№31 男子５０ｍ背泳ぎ 

№32 女子５０ｍバタフライ 

№33 男子５０ｍバタフライ 

№34 混合４×２５ｍフリーリレー 

◆宝探し◆ 

表彰式 

 

※◆はイベント種目 

 

 

 

 

 

種  目 距    離 

自 由 形 ２５ｍ ５０ｍ １００ｍ 

背 泳 ぎ ２５ｍ ５０ｍ １００ｍ 

平 泳 ぎ ２５ｍ ５０ｍ １００ｍ 

バ タ フ ラ イ ２５ｍ ５０ｍ １００ｍ 

個人メドレー  １００ｍ ２００ｍ 

フリーリレー （混合含む） ４×２５ｍ 

メドレーリレー （混合含む） ４×２５ｍ 



 

５．年齢区分 

 

年齢は暦年齢（２０１８年１２月３１日現在の年齢）とする。 

（１） 個人種目 

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

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 

 

（２） リレー種目（泳者４名の合計年齢） 

 

 

６．制限 

 

（１） 個人種目 

１人１日２種目を上限とする。 

（２） リレー種目 

① 本大会の個人種目に１種目以上エントリーした競技者で構成すること。 

② 所属を超えてチームを構成することはできない。 

③ 同一所属から複数のエントリーをする場合の得点は１チームのみ有効とする。 

 

 

７．健康管理条件 

 

（１） 自己の責任の下に健康管理をし、大会運営に支障をきたさないこと。 

（２） チーム責任者は参加者について次のことを確かめること。 

① 医師の健康診断または本人の自己申告に基づいて健康に異常がないこと。 

② 大会当日より前１か月間、週１回以上の水泳練習を行うこと。 

③ 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。 

（３） 大会期間中、大会医務委員により出場停止が勧告された場合は、その指示に従うこと。 

 

 

 

区分 119
以下 120 160 200 240 280 320 360 

※ 「個人種目の 18 歳区分」と「リレー

種目で 25 歳未満の泳者がメンバー

にいる 場合」は世界記録の対象には

なりません。 
年
齢 

 120 160 200 240 280 320 360 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

119 159 199 239 279 319 359 399 



８．申告が必要な方 

 

（１） 以下の項目に該当する場合は、申込時に指定の書式で申告すること。 

① 障がい等により招集後も競技出場のために介助者の動向もしくは補助具（車いす・杖等）の使用

が必要な方。 

（２） 以下の項目に該当する場合は、大会当日インフォメーションデスクで指定の書式で申告すること。 

① 世界記録に挑戦する方。 

② 医師により認定された障害をお持ちの部位による泳法違反を回避したい方。 

※内容を確認し許諾の判断をする。なお、診断書や障がい者手帳の提示を求める場合がある。 

③ リレー種目で第 2 泳者以降が水中スタートを行うチーム。 

 

 

９．表彰 

 

（１） 出場者全員に公認記録賞及び参加賞を授与する。 

（２） ＦＩＮＡ（国際水泳連盟）承認水着を着用し、２０１８年マスターズ水泳日本記録を突破した個

人またはチームに日本新記録証を授与する。 

（３） ＦＩＮＡ承認水着を着用し、ＦＩＮＡ認定マスターズ水泳世界記録を突破した個人またはチーム

に世界記録突破証を授与する。またその記録を（一社）日本マスターズ水泳協会を通してＦＩＮ

Ａに申請する。 

（４） 総合上位チームにトロフィー、賞品を授与する。 

 

 

１０．得点 

 

各種目性別年齢別ごとに、その成績により以下の通り得点を与える。 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

１０点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

（１） 個人種目は、タイムレース決勝の順位に応じて１～８位に対して得点を与える。 

（２） リレー種目は個人種目の２倍の得点を与える。 

（３） 各チーム１種目につき２名（またはチーム）までを得点対象とする。同チームで３名以上が入賞

した場合は３番手以降の得点は無効とし順次繰り上げて得点を与える。 

（４） イベント種目は「着衣泳レース」「ジャスト６０！」「借り物競争」を得点対象とする。 

（５） チームの得点が同点の場合は以下の順に従い順位を決定する。 

① リレーによる得点の多いチーム 

② 入賞者数の多いチーム 

③ 上記方法で決定しない場合は同位とする。 

 



１１．エントリー（申し込み） 

 

（１） 申し込みにおける注意事項 

① 申し込みにあたり本要項を熟読し了承すること。 

② 以下の各項目にあたる申し込みは受付できないので注意すること。 

i 申し込み時点で２０１８年の未登録者が含まれているもの。 

ii 申し込み内容に不備があるもの。 

③ エントリーは（一社）日本マスターズ水泳協会のエントリーシステムからとする。 

④ 申し込み受付後の種目変更、キャンセルおよびエントリー料の返金はできない。 

⑤ リレー種目のオーダー変更はレース当日に限り指定時間までに１回のみ受け付ける。 

ただし種目、年齢区分の変更はできない。 

⑥ エントリータイムの記入は正確を期すこと。 

（２） エントリー料 

個人種目  １種目 １，５００円 

リレー種目 １種目 ２，５００円 

※プログラムおよびランキングは発行しない（ＷＥＢにて確認ください）。 

（３） 受付方法 

① （一社）日本マスターズ水泳協会のホームページから会員ログインし「大会エントリー」から実

施。チーム責任者はチーム全員のエントリーが可能。個人競技者は自身のエントリー種目を入力

しチーム責任者へ連携することができる。 

② チーム責任者は事前に指定口座へエントリー料を振り込み（振込名義人名は必ずチームＩＤに

続きチーム名とすること。例：13-0999 キョウカイエスシー）。 

③ 振り込み日付と名義をシステムに入力しエントリーを完了させると「申請完了メール」が配信さ

れるので確認すること。 

振込口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 振込第一支店 当座 ９５３０００１  

口座名義：京王観光株式会社 

（４） 受付期間 

受付開始： ２０１７年１２月１４日（木）１０：００ ～ 

締め切り： ２０１８年 １月１８日（木）１７：００厳守 

      （システムが自動で締め切るので厳守してください） 

 

 

１２．個人情報ならびに肖像の取り扱いについて 

 

本大会にあたり取得した個人情報ならびに肖像の取り扱いについては以下のとおりとする。 

（１） 個人情報 

① プログラム、ランキング作成を含む競技会運営に使用する。またＷＥＢで公開する。 

② 競技結果としてホームページ、マスターズニュース等の媒体に掲載する。 



（２） 肖像 

① 大会報告としてホームページ、マスターズニュース等の媒体に使用する。 

② 主催・主管・協力の各団体の活動のための各媒体に使用する。 

③ 大会主催者が定めた撮影者によって撮影されたすべての映像は主催者に帰属する。 

 

 

１３．備考 

 

（１） ２次要項 

エントリー締め切り後、大会１０日～２週間前に（一社）日本マスターズ水泳協会のホームペー

ジに掲載し、申込チームの責任者にメールにて通知する。 

（２） ＩＤカード兼誓約書について 

① 本大会ではＩＤカードを使用する。会場への入場、招集、表彰所でのメダルの授与等で提示が必

要。 

② 必ず本人の顔が判別できる写真（３㎝×４㎝）を添付すること。 

③ 出場者はＩＤカードに記載の制約条項を確認の上署名をすること。署名がない場合は競技に出

場ができない。 

④ 緊急時の連絡先は、大会当日に出場者に異常が生じた場合に連絡できる先を記載すること。 

（３） 監督者会議 

２０１８年２月１９日（月）１０：００ 会場プールサイドにて実施 

（４） 開場予定時間 

２０１８年２月１９日（月）  ９：００ 

２０１８年２月２０日（火）  ７：３０ 

（５） 競技開始予定時間 

２０１８年２月１９日（月） １１：００ 

２０１８年２月２０日（火）  ９：００ 

（６） 開会式・表彰式 

開会式  ２０１８年２月１９日 １０：４５ 

表彰式  ２０１８年２月２０日 競技終了後 

（７） 不可抗力による中止の際の対応 

社会情勢ならびに天変地異等の不可抗力により中止になった場合の返金は行わない。なお「参加

章」は授与する。 

 

１４．問い合わせ 

 京王観光株式会社 東京中央支店 

 江口（エグチ）・佐藤（サトウ）・八塚（ヤツヅカ） 

 Mail : keiocup.swim@keio-kanko.co.jp    

  



 

＜会場案内＞ 

 「マリンスパあたみ」 

 〒４１３－００２３ 静岡県熱海市和田浜南町４－３９ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■交通手段 

ＪＲ「熱海」駅より車で約７分 

 バスターミナル６・７番より熱海港または網代方面（お宮の松経由）行き約１０分 

 「マリンスパあたみ」下車徒歩１分  ※有料駐車場有 

 


