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参加チーム代表者 競技役員 各位 

第３２回新潟県マスターズ水泳競技大会 実行委員会 

 

第３２回新潟県マスターズ水泳競技大会の注意事項等について（通知） 

第３２回新潟県マスターズ水泳競技大会にお申し込み頂きありがとうございました。 

現在、新型コロナウイルス感染拡大予防対策に万全を期すべく大会準備を進めております。 

つきましては、参加者への安全配慮と競技会の円滑化を図るため、あらかじめ注意事項等をお知らせ

しますので、記載事項に留意し、本大会の運営にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

なお、本大会は上記事項を踏まえ、無観客といたしますのでご了承ください。 

併せて、大会前２週間において、チーム内に感染者が発生した場合、または、感染が疑われる症状等が

ある場合は、本大会への出場を見合わせていただきますのでご承知おきください。（該当者を確認した

場合は、速やかに下記へご連絡ください。）また、感染症の流行等により大会を中止する場合がありま

すのでご了承ください。 

１ 期  日   令和４年１０月２３日(日曜日)  

２ 会  場   ダイエープロビスフェニックスプール(長岡市長倉町 1338) 

３ 主な日程  

 ○開  場         …選手入場は、別紙の通り時間を区切って行います。 

 ○責任者会議・競技役員打合会 … 午前８時４５分（会議室） 

 ○開会式          … 午前９時４５分 

○競技開始          … 午前１０時００分 

○競技終了(予定)        … 午後 ４時１２分  

４ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策留意事項   別紙のとおり。 

５ 競技会注意事項等について   別紙のとおり 

６ 競技予定時刻          別紙のとおり。 

７ 会場図              別紙のとおり。 

８ そ の 他 

（１）競技役員を別紙の通り割り振らせていただきましたのでご協力をお願いします。 

止むを得ずご欠席等の場合は、お手数でも 10 月 15 日（土）までに下記へ連絡願います。 

※当日の服装は、次のとおりとしますのでご協力をお願いします。 

  ・シ ャ ツ ＝日水連指定の競技役員用ポロシャツ又は同系色の物を着用。 

  ・スラックス ＝日水連指定の競技役員用スラックス又は同系色の物を着用。 

  ・  靴  ＝運動靴（内履き）※サンダル履きはご遠慮ください。 

（２）盗難防止のため、貴重品の管理は、チームごとに責任を持って行ってください。 

 

【問合せ・連絡先】 

第 32 回新潟県マスターズ水泳競技大会 実行委員会 折田俊一  

(携帯)090-2643-9203 (Fax/Tel) 0258-36-6472 

 



『新型コロナウイルス感染拡大防止対策留意事項』 

本競技会の開催にあたり、スイマーの皆様が健康で安心して泳げる環境を作ることに

全力で取り組みたいと考えております。また、競技会の安全な開催には、ご来場される

お一人お一人の協力が不可欠であり、これまで以上にルールとマナーが求められる競技

会になることが必至です。今後も競技会を持続的に開催していくために本競技会で感染

者を出すことは絶対に避けなければなりません。“うつさない”“うつらない”感染拡

大防止対策に皆様の前向きな姿勢とご協力をよろしくお願いします。 

 

【本大会の参加条件】 

下記の１～５の事項を確認・承諾のうえ、参加いただきますようお願いします。 

１ 下記事項に該当する選手または帯同者は、出場または入場できません。 

① 大会前２週間において感染者が発生したチームに所属している方 

② 大会日に感染により閉鎖されている企業、学校または学級に所属している方 

③ 下記により、感染が疑われる症状等がある方 

・平熱を超える発熱（大会前２週間からの検温をお願いします） 

※37.5度以上の方は、参加または入場できません。 

・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状 

・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難） 

・臭覚や味覚の異常 

・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触が疑われる方 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方 

・大会前２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある方 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に協力しない方 

２ 「健康チェックシート」（選手・代表者・帯同コーチ分）をチームごとにまとめて

受付に提出願います。提出がない場合は、出場又は入場できません。 

また、入場時に全員体温チェックと手指消毒を行いますのでご協力をお願いします。 

※選手入場の際は、代表者の立会いをお願いします。 

３ 大会期間中は、原則として入水中及び食事中を除き、マスクを着用してください。

マスクは、各自持参願います。 

４ 会場までの交通機関内で、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、

会話などに留意願います。 

５ 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対

して速やかに濃厚接触者の有無等について報告お願いします。 

 

【選手・役員の入場及び控え場所】 

入場抽選は行いません。入場は次頁の表のとおり時間を区切って行いますので、厳守

願います。 

控え場所は、主催者が指定した場所（会場図参照）を使用してください。 

待機及び入場の際は、各チームにおいて「３密」回避の対応をお願いします。 

競技役員は、１階「通用口」からお入りいただき受付をお願いします。控室は、１階

「会議室」をご利用ください。 

 

【選手・役員受付】 

「３密」回避のため、間隔をあけてお並びください。「健康チェックシート」の提出

をお忘れなくお願いします。（役員、選手兼務の方は、選手としてチームまとめての

提出になります）受付で、参加賞及びアリーナ内で選手が使用するビニール袋(レジ

袋)を受け取ってください。 



入場時間及び対象チーム 

入場時間 対 象 チ ー ム 名 

7：25 

（A班） 

スポーツクラブNAS長岡 ビジョンよしだスイミングクラブ スポーツク

ラブＮＡＳ新潟 長岡婦人水泳クラブ JSS長岡スイミングスクール 越

後闘泳会 アクシーMAKI 河童 AFAS新潟 柏崎アクアパーク 小千谷ス

イミングセンター 株式会社日本水泳振興会 T＆S新発田スイミングスク

ール JSSジャンボスイミングスクール スポーツクラブルネサンス長岡 

亀田アスダックス NEXT ONE 吉岡野口塾 スイミングチーム刈羽 D-

FLOW ダッシュスイミングスクール新津 ダッシュスイミングスクール三

条 五八会ふそき ミドジャ会 つばめスイミングクラブ 燕水泳クラブ

新潟 ドルフィン佐渡 ＧＲ鮫 佐渡愛泳クラブ 佐渡愛泳クラブ 糸魚

川 Ｓ Ｃ  ア ク シ ー ひ が し  Swimming Couple ご ろ う  新 潟

SwimAthleteGroup Blue Bears 上越オールシーズンプールスイミングク

ラブ リッツスイミングクラブ ダッシュスイミングスクール燕 村上・

朝日きれい館 ヤーマン 長岡水漫会 新潟楽泳会 

8：25 

（B班） 

十日町体力づくり支援センター にいがた ダッシュスイミングスクール

新潟 上越マスターズスイミングクラブ アクシーかめだ セントラルフ

ィットネスクラブＮＥＸＴ２１ 水夢あらい アクシー中央 ますらお 

たおやめ 魚沼遊泳会 大潟マーメイドスイミング Progressive Swim 

マルなが水産 Wild Sardines AQUA仙台 TSC郡山 スポーツクラブルネ

サンス郡山 LINE福島 スポーツメイト・ウィン郡山 福島ピュアスター

ズ 郡山BLUESHARKS ダッシュ前橋スイミングクラブ さざなみ セント

ラルウェルネスクラブ前橋 伊勢崎スイムチーム JSS宇都宮スイミング

スクール 安房マスターズ JANETS 協栄スイミングクラブ深谷 スポー

ツクラブルネサンス春日部 SENSA 上尾モンスターパンプ レイワクラ

ブ レイワクラブ IN  DEEP 立川市水泳協会 アクラブ稲城 スプラッ

シュ小平スイムサークル コナミスポーツクラブ府中 ＦＩＳＳ セント

ラルウェルネスクラブ南千住 オーシャンナビ 藤村スイムスクール 麻

生会計事務所 SWIFT SWIMMING TEAM 獣ふれんず Ai Intuitive swim 

イエローテイル ベスパック株式会社ポーラースター かわせみ水泳部 

ムラサキスポーツ スポーツクラブルネサンス相模大野 Team-Go mai 

way ティップネス二俣川 東京水漫会 サンウェイ横浜 DIABLO 株式

会社東和エンジニアリング pharmacistTK 山梨峡東水泳クラブ Team・

風林火山 長電スイミングスクール長野 長野優泳会 Zenith ブルーマ

リンスポーツクラブ小諸 FENICE 守口イトマンスイミングスクール カ

ルピコ To be FISH イトマンスイミングスクール西宮校 シーマスター 

九州女学院トライアンフ 

 

【更衣室の利用】 

※男女とも、更衣室は、更衣だけの使用になります。更衣後の荷物は各自で保管願い

ます。コインロッカーの使用は、できません。 

※更衣は、できるだけ速やかに行ってください。更衣室内での休憩は禁止します。 

 

【アップ時のプール使用等】 

(1)競技開始前のアップは、入場順のＡ班７:３０～８:３０、Ｂ班８:３０～９:３０ 

とします。 

※ダッシュレーンは、７～９レーンを使用し、利用状況により順次拡大します。 

（Ａ班＝７:４５～８:００、Ｂ班＝８:４５～９:００） 

※公式スタート練習は、６～９レーンを使用し、利用状況により順次拡大します。

（Ａ班＝８:００～８:２５、Ｂ班＝９:００～９:２５） 

(2)アップ・ダウンプールの使用は、開会式時以外常時使用できます。 
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競技会注意事項等について 

大会の詳細をご案内いたします。各チーム責任者より参加選手１人１人に連絡頂き、競技の運営内容や会場での注意

事項を熟知の上で参加いただくようご案内ください。マスターズスイマーとして1人1人がエチケット、マナーを守る

よう心がけ、参加者全員が快適に水泳を楽しんでいただけるようご配慮、ご協力をお願い申し上げます。また、参加に

あたり『新型コロナウイルス感染拡大防止対策留意事項』を必ず確認し、順守してください。 

 

１．期 日  令和 ４年１０月２３日（日） 

２．会 場  ダイエープロビスフェニックスプール     新潟県長岡市長倉町1338番地 

３．日 程 

▪  ７：２５ 開場 Ａ班入場 

▪  ７：３０ Ａ班ウォーミングアップ開始 ８：３０終了 公式スタート練習８:００～８:２５ 

▪  ８：２５ 開場 Ｂ班入場 

▪  ８：３０ Ｂ班ウォーミングアップ開始 ９：３０終了 公式スタート練習９：００～９：２５ 

▪  ８：４０ チーム代表者会議・競技役員打合せ（チーム派遣の役員も必ず集合） 

▪  ９：３０ Ｂ班ウォーミングアップ終了 

4×50mメドレーリレー(男女) 4×25m混合メドレーリレー 4×25mフリーリレー(男女) 

リレーオーダー変更締め切り 

▪  ９：４５ 開始式 選手は、ウッドデッキ（選手・監督・コーチ用観覧席）に整列 

▪ １０：００ 競技開始 

▪ １３：００ 4×50mフリーリレー(男・女) 4×25mメドレーリレー(男・女) 4×25m混合フリーリレー 

リレーオーダー変更締め切り 

▪ １６：１２ 競技終了予定 

 

４．入場・控え場所及び施設の利用等について 

▪ 入場は時間を区切って行いますので、厳守願います。別紙、『新型コロナウイルス感染拡大防止対策留意事項』に記

載がありますので必ずご確認ください。 

▪ 選手控え場所は、本プール１０レーン側のウッドデッキ後方１・２階通路並びにスタンド側のコンコースとなりま

す。チームごとの割り振りがありますので、別紙会場図をご確認ください。 

▪ ウッドデッキ・スタンドは、応援時に限り必要なスペースを使用して、メガホン、ロープ及びシート等による「場

所取り」は禁止します。大声での応援も禁止します。応援の際は、「３密」対策に十分配慮し、隣との間隔を十分確

保してください。 

▪ エントランスホール(正面入口)、プール室内、ウッドデッキ、選手控えスペースは土足厳禁です。参加選手は、各

自くつ袋を持参してください。プール室内では、選手は裸足又は内履きとします。（裸足で土足禁止区域に出た場合

は、土足扱いになりますのでご注意ください） 

▪ 貴重品は、各自で責任を持って管理してください。コインロッカーは、使用できません。 

 

５．競技等について 

▪ (一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則り行います。 

▪ すべて男女別、年齢別のタイムレース決勝とします。 

▪ 競技は、原則として予定通り進行しますが、１５分程度は、早まってもそのまま進行しますので、時間に余裕を持

って行動してください。 

▪ ２５ｍ種目出場者は、競技の進行上、衣類、タオル、内履き等を配付されたビニル袋（レジ袋）に入れ招集所のか

ごに置いて入場し、泳ぎ終えたら各自招集所から持ち帰ってください。 
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▪ 公式スタート練習は、スタート規則の確認であり、飛び込み練習ではありません。マスターズ水泳の背泳ぎ以外の

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ます。はじめて競技に出場する選

手や飛込み練習をしていない選手は、安全面から、スタート台脇(デッキ)や水中からのスタートをお勧め致します。 

▪ レース中のアップ・ダウンは、電光表示板側のアップ・ダウンプールを使用してください。施設内のサブプール、

飛込みプールは、利用できません。 

▪ 招集所は、アップ・ダウンプール１レーン側プールサイドに設営します。原則出場レースの１５分前から招集を開

始します。競技の進行状況を確認してください。遅れた選手は、棄権と見なしますので、遅れないように競技の進

行に注意してください。 

▪ スタート時の通告は、競技名と組数、レーン番号、名字のみを通告します。招集所で自己の組、レーンを確認し、

間違いのないようにして出場してください。 

▪ 競技結果は、電光表示及び速報掲示板（第２招集所付近選手ラウンジ）で行います。 

▪ ４００ｍ自由形においては、水中周回計（ラップカウンター）を使用します。残りの周回数(ターン回数)を自動表

示します。競技中は、タッチ板からの信号により自動的に周回数が減算され、『１』が最後の表示になります。『１』

の表示を見た後のターンが最終のターンになります。お間違えの無いようお願いします。 

 

６．スタートについて 

１．スタート台はバックプレート付スタート台を使用します。 

ウォーミングアップ時にバックプレート付スタート台を使用して必ず確認をしてください。 

レース時は、招集場より自レーンへ移動したら速やかにバックプレートの位置を調整してください。 

※審判長のホイッスル後にバックプレートの位置調整を行うことで競技が遅れた場合、競技の遅延行為として失

格になることがあります。 

２．退水は、原則次の泳者がスタートしてから横移動して退水してください。その際、タッチ板に触れないようくれぐ

れも注意してください。 

３．背泳ぎは、２５ｍ種目を除いてバックストロークレッジを使用することができます。 

５０ｍ・１００ｍ種目・メドレーリレーにおいては使用する場合、下記の通り折返監察員に使用する旨を申告して

ください。ご注意とご理解を、よろしくお願いいたします。 

＜５０ｍ・１００ｍ種目・メドレーリレーでバックトロークレッジを使用する選手＞ 

レーンに入場後、折返監察員に「バックトロークレッジを使用する」と伝える。 

▪ バックストロークレッジの高さ調節は選手自身が行います。調節は、速やかに行ってください。 

▪ バックストロークレッジのダイヤルは、水面からの距離を表しており、水面から±４cm の調節ができます。 

３．出発合図の号令は『take your marks』で行われます。 

公式スタート練習時に、出発合図の号令に慣れてください。また、『take your marks』の号令で必ず静止してくだ

さい。 

４．リレーの引き継ぎ時のスタートは、前泳者が手で壁にタッチしてから次泳者の足が離れなくてはなりません。 

引き継ぎでの失格にならないように十分注意してください。 

（引継ぎ判定装置を使用しますので、－０.０３秒を超えると失格となります。） 

また、第２泳者以降が水中からスタートする引継ぎの場合は、レース前に審判長に申し出てください。 

 

７．異議について 

競技開始前に判明した異議は、そのレースの出発の合図の前までに、審判長に文章にして提出してください。競技

の失格内容や状況等に異議がある時は、そのレース終了後 30 分以内に抗議書に内容を記載し、抗議料 5,000 円を添

えて大会総務に提出してください。抗議書の内容を大会総務で検討し、裁定します。なお、抗議の申請は、チームの

責任者に限ります。（一般選手からの抗議の申請はできません） 
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８．表彰について 

▪ 10年連続・20回・30回出場表彰は、開会式冒頭に行います。対象者は、開会式前に通告席後方にお集まりくださ

い。 

▪ 出場選手全員に参加賞を授与します。 

▪ 種目別・年齢別・男女別の各１位から３位までの入賞者には賞状を授与します。賞状は、競技会終了後エントラン

スホールにて、お渡しできますので、忘れないようお願いします。なお競技会終了前にお帰りになるチームは、記

録室に在中する表彰員までお声掛けください。 

▪ マスターズ日本記録を突破した選手に日本記録樹立証を授与します。 

▪ 国際水泳連盟（ＦＩＮＡ）認定マスターズ水泳世界記録を突破した選手に世界新記録樹立証を授与し、その記録を

ＦＩＮＡに申請します。 

日本新記録・世界新記録樹立者は泳者の生年月日を証明する書類※のコピーが必要になりますの でご用意ください。

なお、過去に日本新記録・世界新記録を樹立し、本協会へ提出履歴のある方 は不要です。 

※ 世界新記録：パスポート、住民票（3 ヶ月以内のもの） 

※ 日本新記録：パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、住民票（3 ヶ月以内のもの） 

 

９．健康管理 

（１）参加者の健康管理は本人の責任とし、各自で十分留意してください。 

（２）各チームは所属する参加者に次のことを確かめてください。 

イ．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。 

ロ．競技会当日前の１ヶ月間、週１回以上の頻度で水泳練習を行っていること。 

ハ．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理すること。（応急処置は行います。） 

ニ．「マスターズ水泳キーワード９」をよくご理解の上ご参加ください。 

 

マスターズ水泳キーワード９ 

 

 

 

 

公益財団法人日本水泳連盟医事委員会 

日本水泳ドクター会議 

一般社団法人日本マスターズ水泳協会 

 

 

 

 

１０．水着について 

本競技会においては、水着の規定を次の通りといたします。  

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公認マークが付いた水着を着用し

て泳いだ記録のみを対象とします。（水着の確認を行います） 

２．素材については、繊維を中心とした水着とします。ラバー及び大きなパネル（空気を通さない素材）が貼ってある

水着は、禁止とします。  

３．形状については、水着が身体を覆う範囲を次の通りとします。 

① 男性はへそを超えず、膝までとする。 

② 女性は肩から膝までとする。ただし首、肩を覆うことはできない。 

マ マイペース ゆうゆう大きな ストローク 

ス 進んで受けよう メディカルチェック 

タ タイムより 楽しい水泳 健康づくり 

(ア) 頭を使って 泳ぎの工夫 

ズ ずっと前の 若さと力 あてにせず 

す 睡眠 食欲 体調チェック 

い いつも練習 あってこそ 楽しいレース 

え エイここで 退く勇気が 大人の水泳 

い いい笑顔 気力も充実 輝く高年 
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４．ＦＩＮＡの承認を受けていない水着でも使用可能とします。（ただし、素材、形状については、上記２．３．を守る

こと） 

５．重ね着は禁止とし、着用できる水着は一枚としますが、水泳用インナーショーツ（サポーター）などのモディステ

ィースーツ（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）などの使用は認めま

す。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の規定に準じます。 

 

１１．その他 

（１）駐車場は、施設の駐車場、施設向かい側の悠久山公園第５(施設向かい側)・同６駐車場(長岡大学側)、を使用し、

マイクロバスは、第６駐車場(長岡大学側)に駐車願います。路上駐車は、厳禁とします。 

（２）ゴミ・空き缶などは必ず持ち帰ってください。（施設内にゴミ箱はありません）また、忘れ物は大会終了後、１週

間まで主管者が管理しまので、プールに問い合わせをしないでください。１週間が過ぎても問い合せがない場合

は、処分します。 

（３）会場配置は、メインプール（短水路２面仕様）を使用します。使用しない個所への立ち入りを禁止します。詳し

くは、会場図を参照してください。 

（４）施設の入退場は、正面入り口を利用してください。２階コンコース及び観覧席に行く場合は、必ず外履きに履き

替えてください。 

（５）飲食は、ウッドデッキ後方通路（１・２階）の選手控え場所及び観覧席出入口前のコンコース若しくは、屋外を

利用し、ウッドデッキ及び観覧席での飲食は、禁止します。 

（６）カメラ・ビデオの撮影については、必ず受付で許可証（１００円で交付）を受け携行してください。 

（７）喫煙については、施設敷地内禁煙ですので、敷地外で喫煙してください。 

（８）その他不明な点は、大会総務に問い合わせてください。 

 

１２．個人情報の取り扱いについて 

本大会でお預かりしたチーム情報ならびに個人情報は適切かつ慎重に管理し、紛失・漏洩がないよう努め、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、(有)東洋電子システムにプログラム作成を含むコンピュータ競技支

援を依頼しているため大会記録及び登録データを通知する以外の目的で利用することはありません。 

なお、ランキング等を(有)東洋電子システムホームページにて公開しますので、予めご了承ください。また、不要にな

ったチーム及び個人情報書類は責任もって破棄します。 

 

チーム責任者の皆様へ  

全参加者がすべての内容を了承していることを必ず確認してください。 

参加者の皆様へ 

内容を必ず確認し了承のうえ、“うつさない”“うつらない”感染拡大防止対策に積極的にご協力いた

だきますようお願いします。 

 

問い合わせ先  

 

  折田 俊一 携帯 090-2643-9203  FAX 0258-36-6472 

E-mail：niigatamasters@nct9.ne.jp 

携帯は、すぐに出られないことが多分にありますので、悪しからずご了承ください。 



No 性別 組数 時刻 種目数
1 女子 4×50m メドレーリレー    1組 10:00 5種目
2 男子 4×50m メドレーリレー    1組 10:05 5種目
3 女子   400m 自由形            2組 10:10 18種目
4 男子   400m 自由形            4組 10:27 35種目
5 混合 4×25m メドレーリレー    5組 10:57 21種目
6 女子   100m バタフライ        1組 11:15 10種目
7 男子   100m バタフライ        2組 11:18 14種目
8 女子   100m 背泳ぎ            2組 11:24 19種目
9 男子   100m 背泳ぎ            2組 11:31 13種目
10 女子   100m 平泳ぎ            3組 11:38 23種目
11 男子   100m 平泳ぎ            3組 11:47 25種目
12 女子   100m 自由形            3組 11:57 29種目
13 男子   100m 自由形            5組 12:06 47種目
14 女子 4×25m フリーリレー      4組 12:19 20種目
15 男子 4×25m フリーリレー      2組 12:32 7種目
16 女子    25m バタフライ        4組 12:38 38種目
17 男子    25m バタフライ        4組 12:44 38種目
18 女子    25m 背泳ぎ            4組 12:50 37種目
19 男子    25m 背泳ぎ            3組 12:58 21種目
20 女子    25m 平泳ぎ            4組 13:04 37種目
21 男子    25m 平泳ぎ            3組 13:11 26種目
22 女子    25m 自由形            7組 13:16 63種目
23 男子    25m 自由形            4組 13:26 37種目
24 女子 4×50m フリーリレー      1組 13:32 1種目
25 男子 4×50m フリーリレー      2組 13:38 10種目
26 女子   200m 自由形            2組 13:46 19種目
27 男子   200m 自由形            3組 13:57 26種目
28 女子   100m 個人メドレー      5組 14:10 41種目
29 男子   100m 個人メドレー      4組 14:25 39種目
30 女子 4×25m メドレーリレー    4組 14:37 20種目
31 男子 4×25m メドレーリレー    2組 14:52 8種目
32 女子    50m バタフライ        2組 14:59 19種目
33 男子    50m バタフライ        3組 15:03 25種目
34 女子    50m 背泳ぎ            4組 15:08 32種目
35 男子    50m 背泳ぎ            2組 15:18 20種目
36 女子    50m 平泳ぎ            3組 15:22 26種目
37 男子    50m 平泳ぎ            4組 15:29 36種目
38 女子    50m 自由形            6組 15:36 51種目
39 男子    50m 自由形            6組 15:48 52種目
40 混合 4×25m フリーリレー      5組 15:59 23種目

競技終了予定 16:12

※上記はあくまでも予定時刻であり、実際の進行状況に応じて変わります。
　必ず競技状況をご確認の上、招集に遅れないようにして下さい。
※リレーオーダー変更締め切り時間
4×50mメドレーリレー（男女）

4×25m混合メドレーリレー 午前 ９時３０分

4×25mフリーリレー（男女）

4×50mフリーリレー（男女）

4×25mメドレーリレー（男女） 午後 １時００分

4×25m混合フリーリレー
　変更のあるチームは必要事項を記入して提出してください。
　リレーオーダー変更は１回までとします。
以降の受付は致しませんので時間厳守でお願いいたします。

競技予定時刻
種 目



本部席

競技役員控室

選手・役員入口
競技役員入口

7:30まで

水深1.6ｍ

×通行

使用禁止

一般開放のため
使用禁止

選手通行禁止

メインプール

ＰＴ・通告

競技進行

アップ・ダウンプー

水深1.4m

大会・競技役員席

選手入場導線

（10レーン）

（1レーン）

飛込

スパッティング

使用禁止

×通行止

速
報

受 付

【注意】
・プール室内、選手控スペース、更衣室内は、土足厳禁

・サブプール、同プール更衣室、飛込みプールは、使用禁止

選
手
入
・
退
場
導
線

第2招集所

ジャグジー

使用可能

１階会場図（新潟県マスターズ水泳競技大会)

燕水泳クラブ新潟 ドルフィン佐渡 ＧＲ鮫 佐渡愛泳クラブ 佐

渡愛泳クラブ 佐渡愛泳クラブ 糸魚川ＳＣ アクシーひがし Ｓ

ｗｉｍｍｉｎｇ Ｃｏｕｐｌｅ ごろう 新潟SwimAthleteGroup Blue 

Bears 上越オールシーズンプールスイミングクラブ リッツス

イミングクラブ ダッシュスイミングスクール燕 村上・朝日き

れい館 ヤーマン 長岡水漫会 新潟楽泳会

エントランスホール

記録室

第1招集所

2

5

m

選

手

退

場

導

線

亀田アスダックス ＮＥＸＴ ＯＮＥ 吉岡野口塾

スイミングチーム刈羽 Ｄ－ＦＬＯＷ ダッシュス

イミングスクール新津 ダッシュスイミングス

クール三条 五八会ふそき ミドジャ会 つばめス

イミングクラブ

小千谷スイミングセンター 株式会社 日本

水泳振興会 Ｔ＆Ｓ新発田スイミングスクー

ル ＪＳＳジャンボスイミングスクール ス

ポーツクラブルネサンス長岡

選
手
入
場
導
線

役
員
受



２階会場図
伊勢崎スイムチーム ＪＳＳ宇都宮スイミングス

クール 安房マスターズ JANETS 協栄スイミン

グクラブ深谷 スポーツクラブルネサンス春日

部 ＳＥＮＳＡ 上尾モンスターパンプ レイワクラ

ブ レイワクラブ IN  DEEP 立川市水泳協会 ア

クラブ稲城 スプラッシュ小平スイムサークル

コナミスポーツクラブ府中 ＦＩＳＳ セントラル

ウェルネスクラブ南千住 オーシャンナビ 藤村

スイムスクール 麻生会計事務所 SWIFT 

SWIMMING TEAM 

獣ふれんず Ai Intuitive swim イエローテイル ベス

パック株式会社 ポーラースター かわせみ水泳部

ムラサキスポーツ ムラサキスポーツ スポーツクラ

ブルネサンス相模大野 Ｔｅａｍ－Ｇｏ ｍａｉ ｗａｙ

ティップネス二俣川 東京水漫会 サンウェイ横浜

DIABLO DIABLO 株式会社東和エンジニアリング

pharmacistTK 山梨峡東水泳クラブ Ｔｅａｍ・風林火

山 長電スイミングスクール長野 長野優泳会

Zenith ブルーマリンスポーツクラブ小諸 FENICE 

守口イトマンスイミングスクール カルピコ

水夢あらい アクシー中央 ますらお たお

やめ 魚沼遊泳会 大潟マーメイドスイミン

グ スポーツクラブＮＡＳ長岡 スポーツクラ

ブＮＡＳ長岡 ビジョンよしだスイミングクラ

ブ スポーツクラブＮＡＳ新潟

To be FISH イトマンスイミングスクール西宮

校 シーマスター 九州女学院トライアンフ 十

日町体力づくり支援センター にいがた ダッ

シュスイミングスクール新潟 上越マスター

ズスイミングクラブ アクシーかめだ セントラ

ルフィットネスクラブＮＥＸＴ２１

Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ Ｓｗｉｍ マルなが水産 Wild 

Sardines ＡＱＵＡ仙台 ＴＳＣ郡山 スポーツク

ラブルネサンス郡山 ＬＩＮＥ福島 スポーツメイ

ト・ウィン郡山 福島ピュアスターズ 郡山

BLUESHARKS ダッシュ前橋スイミングクラブ

さざなみ セントラルウェルネスクラブ前橋

長岡婦人水泳クラブ ＪＳＳ長岡スイミン

グスクール 越後闘泳会 アクシーＭＡＫ

Ｉ 河童 ＡＦＡＳ新潟 柏崎アクアパーク



大会会長 佐藤 良夫
大会副会長 馬場 正和 渡邉 　強 石川 志郎 大桃 正隆 小林 芳宏
大会顧問 竹田 貞康
大会委員長 金井 哲郎
大会副委員長 関川 芳人 礒部 達夫　 折田 俊一
大会委員 濱田 　毅 番場 真寿美 田中 博子 宮崎 めぐみ 本間 吉昭

中村 　核 村上 揚市郎 佐藤 浩子 松木　 保 鈴村 良枝
青木 健児 猪本 隆広 髙田 まゆみ 佐藤 陽子 黒﨑 和可子
村田 大樹 狩野 　薫 井上 博子 山田 嘉高 森野 和子
佐藤 賢二 内藤　 隆

役員長 金井 哲郎

競技進行 （主）久保田 武 真田 謙一郎 三上　 悟

審判長 馬場 正和

副審判長 松木　 保 野口 　剛

出発合図員 （主）関川 芳人 野沢 幸奨

泳法審判員 ◎ 磯部 達夫 高橋 明大 内山 悦子
濱田 　毅 吉澤 久雄 曽我 崇子

折返し観察員兼計時員 （主）青木 健児 星野   謙 山田 邦明 吉田 常裕 佐藤 賢二
上村 千桃 星野 道子 高田 まゆみ 伊藤 啓子 遠藤 通良
清水 　巴 神澤 恵子 安中 智子 黒﨑 和可子 坂本 淳子
新井 正美 木村 優那 小池 圭亮 辰口 正敏 島田 実穂
保坂 一輝 星野 伸一 大関 颯太 大嶋 悦子 渡辺 晴恵
飯野 彰宏 畔上 京祐 国兼 　武 鈴木 孝行 志田 香織
本間 吉昭

記録員･コンピュータ操作（主）井比 　亨 小林 慎也 重原 隆志(東洋電子システム）

機械操作員 （主）中村 　核 山田 嘉高 内藤　 隆 笹川 武人

速報員 （主）菊崎 美生

招集員 （主）坂本 和幸 狩野 　薫 番場 真寿美 井上 博子 北山　 穂
緒方 健人 桑原 いずほ 林　真梨瀬 木尾 登代美 大内 悠興

通告員　　 （主）斎藤 美恵子 石山 美穂 野口 智子

音響係 （主）真田 謙一郎 久保田 武 三上　 悟

表彰員 （主）佐藤 陽子 富澤 弘子 川津 日出子

会場係 （主）樋口 玲子 鈴村 良枝

場内指令 折田 俊一

競技役員係 沢井 晶子 宮崎 めぐみ

ライフセーバー 徐　 恒輝 出口 琉之介 土谷 光希

救護員 村田 大樹

補助役員 市内高校生

競技会総務 馬場 正和 野口 　剛 濱田 　毅 青木 健児
中村 　核 井比 　亨 関川 芳人 磯部 達夫 折田 俊一

大会役員

競技役員

許   向言
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