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２０１９アローマメロンイワタマスターズ大会　in　ToBi0
大　会　要　項

主　   　催　    一般社団法人　静岡県スイミングクラブ協会      

公  　   認      一般社団法人  日本マスターズ水泳協会
　　　　　　　　　公認番号　　申請中　

場  　   所　　　 浜松市総合水泳場　ToBiO　（２５m×８レーン）

      行われる。以降同様に４０歳ごととする。

(2)  暦年齢（２０１９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。かつ、大会当日ベストコンディションで出場できる方。（各クラブの責任において、メディカル
　　 チェックを実施すること。）

(3)　高校生に参加資格はない。

                  静岡県浜松市西区篠原町２３９８２－１
１.　参加資格

(1)   　 (一社)日本マスターズ水泳協会へ大会申込日までに２０１９年度の登録チームから個人登録を完了
　　 したチームのマスターズスイマーの方。（７月１日頃までに登録申請をしてください）

２.  年齢区分

期   　  日       令和元年　９月８日（日）

(4)   クラブ対抗戦とする。

      (２チーム出場する場合はＡチーム・Ｂチームの記号を必ず記入すること。)

４.  競技方法
(1)   一般社団法人日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則って行う。

(2)   すべて男女別（混合はのぞく）、種目別、年齢区分別、タイムレース決勝とする。

　　　ただし、参加者が少ない場合、距離・種目が同じであれば男女、年齢を問わず同時にレースを行う。

(3)   年齢の高い者から低い者へと競技を行う。

      以降同様に５歳ごととする。

(1)   個人種目は競技者の暦年齢（2019年12月31日現在の年齢）により次の年齢区分によって行われる。

年齢

(4）  同一競技内で、同一チームからのエントリーは、各年齢区分につき２チームまでとする。              

(1)   １人２種目以内とする。（リレー種目を除く）

(2)   リレー競技出場者は、必ず同一チームから個人種目に申込をしていること。

(3）  リレー競技出場者は、同一のリレー競技において、複数の年齢区分から出場することはできない。

年齢

(2)   リレー種目は競技者４名の暦年齢（2019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

３. 出場制限                                                           

年齢



５.　競技種目
25 50 100 200
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○
○
○
○
○

６.    競技順序（競技は、女子・男子の順に行う。）
１・２ 22・23
３・４ 24・25
５・６ 26・27
７・８ 28・29
９・10 30・31
11・12 32・33
13 34・35

14・15 36・37
16・17 38・39
18・19 40・41
20・21 42

９.  申込送付先・問い合わせ先・振込先

・金融機関　静岡銀行（0149）　　山下支店（367）

・口座番号　０４８７８８４

・口座名　　静岡県
シ ズ オ カ ケ ン

スイミングクラブ協会
キョウカイ

　会計
カ イ ケ イ

　前田
マ エ ダ

　和秀
カ ズ ヒ デ

（ﾏｴﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾃﾞ）

１種目
１人
１チーム
１部 　※アローマメロンが当る抽選券付き

弁当 １個 (当日販売に抽選券は付きません）
 １玉

　事前注文のみ（当日販売はありません）

 (4) ＦＩＮＡ承認水着を着用し、 ２０１９年マスターズ水泳日本記録を突破した個人および

　　 した個人およびリレーチームには世界記録突破証を日本マスターズ水泳協会より後日授与し、        

      （別紙２）、大会指定の団体申込書(別紙３）に必要事項を記入し、申込チェックリスト
　　　（別紙４）に振込受領書のコピーを貼付の上、チームごとに下記まで送付すること。

　　　　　　　　　  　  マコトスイミングクラブ浜松　　西野　弘之　気付

 (3)  参加費

　　 リレーチームには日本新記録樹立証を授与する。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

背泳ぎ
平泳ぎ

バタフライ
個人メドレー

混合メドレーリレー
混合フリーリレー

　２５Ｍ　平泳ぎ

 (3)  団体は、男子・女子それぞれ１～３位までのチームを表彰する。
（個人種目の優勝は５点、２位は３点、３位は１点、リレー種目は個人種目の倍とする）

 (2)  個人種目・リレー種目ともタイム決勝とし、１～３位までメダルをもって表彰する。

 4×25Ｍ　メドレー リレー

２００Ｍ　平泳ぎ

２００Ｍ　自由形

　２５Ｍ　背泳ぎ

２００Ｍ　背泳ぎ
２００Ｍ　個人メドレー

１００Ｍ　自由形

１００Ｍ　個人メドレー

　５０Ｍ　バタフライ
　２５Ｍ　バタフライ 　５０Ｍ　自由形

 4×25Ｍ　フリーリレー

 4×25Ｍ　混合ﾌﾘｰﾘﾚｰ

１００Ｍ　平泳ぎ

 4×25Ｍ　混合ﾒﾄﾞﾚｰ ﾘﾚｰ 　５０Ｍ　背泳ぎ

自由形

７.  表彰
 (1)  参加者全員に(一社)日本マスターズ水泳協会公認記録証を授与する。

１００Ｍ　バタフライ
２００Ｍ　バタフライ

　２５Ｍ　自由形

メドレーリレー
フリーリレー

　５０Ｍ　平泳ぎ

１００Ｍ　背泳ぎ

アローマメロン ３，０００円
１，０００円

２，４００円

 (5) ＦＩＮＡ承認水着を着用し、国際水泳連盟（ＦＩＮＡ）認定マスターズ水泳世界記録を突破

 (1)　〒430－0854　静岡県浜松市南区瓜内町127-1　TEL　053-441-5100

プログラム １，０００円
リレー種目

 (1)  申込・問い合わせ先

個人種目 １，２００円

８.  申込方法
 (1)  申込に際しては、個人種目は個人種目申込書(別紙１)、リレー種目はリレー参加申込書

個人参加料 １，０００円

　　　申込の際は、下記の費用を同時に支払うこと。(銀行振り込み)

 (2)  振込先

用紙への記入は、楷書にて丁寧に間違いがないようお願い致します。

　　その記録をＦＩＮＡに申請する。   　　　                                                      



　　 競技結果を静岡県スイミングクラブ協会ホームページに公開いたします。
    肖像の取り扱いについて
　　 ・大会報告としてホームページ、ニュース等の媒体に使用する。
　　 ・マスターズ水泳の普及活動のために以降各種媒体に使用する。
　　 ・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静岡県スイミングクラブ協会・事業企
　　 　画委員会帰属する。

 

(8)　静岡県内のSC協会加盟チームは、競技役員（有資格者）を2名出すこと。
　 　 日本スイミングクラブ協会東海支部加盟チームは、競技役員(有資格者）を1名の
　　　協力をお願いします。

（９）　地震・台風等の災害により、大会が開催できない場合があります。

　　　 その際、大会申込金は返金できませんのであらかじめご了承ください。

※　本大会は、参加希望の方は７月１日位までに登録申請を完了して下さい。

※  書類申込の場合、登録者シールの貼付がない場合は、受付を致しません。

 (4)  申し込み締切日     令和元年 8月2日（金） 正午必着

(4)　大会当日についての詳細（第二要項）は、申し込み責任者宛に、後日（８月下旬頃）送付する。

(5)  大会当日は、ADカードにおけるコントロールは致しません。

(6) 大会当日、リレー種目の年齢区分の変更は受付ない。

(3)　本大会はクラブ対抗戦の為、自クラブ選手（自クラブ会員、自クラブ水泳指導員・職員）でないものを

(7) 駐車場の数に限りがある為、出来る限りスクールバスまたは自家用車を乗り合わせて来場すること。

　　 また、事故等については、全て参加者側で処置すること。（応急処置は主催者側で行う。）

　　・    競技会当日より前１ヶ月の間、週１回以上の水泳練習を行なっていること。
　　・    競技会出場にあたって自己の体調に留意すること。

(2) 個人情報の取り扱いについて

 　　使用し、その他の目的には使用・提供しない。

　　 出場させた場合、そのクラブをクラブ対抗戦より除外する場合がある。

　　 申込書等に記載された個人情報は、競技会のプログラムの作成および競技会運営を円滑に行う為のみに

１０. その他
(1) 所属チームは参加申込の受付にあたって、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、健康上異常がないこと。


