
： 千葉チャレンジカップ企画実行委員会

： 千葉チャレンジカップ企画実行委員会

： 一般社団法人日本マスターズ水泳協会（公認番号 22-        ）

： 一般社団法人 千葉県水泳連盟 ・ 一礼会

： 2022年10月22日（土）

開場8：00　競技開始9：30　競技終了12：30（予定）　

： 千葉県国際総合水泳場（公認25ｍ ｘ 8レーン 1面）

　　　　 　　　　 　　千葉県習志野市茜浜2-3-3　　ＪＲ京葉線「新習志野駅」　徒歩１分

駐車場は利用できませんので公共交通機関をご利用ください。

： 詳細は千葉チャレ公式ブログをご確認ください。

http://blog.chibachalle.com

： 2022年７月15日(金)10:00　～　８月10日(水)18：00迄

： ①　WEB エントリーのみで行います。 

　　 プログラムは事前申込のみ受付。ランキングの販売は行いません。

　　 （スタートリスト、競技結果は東洋電子のHPに掲載いたします）

②　申込日までに（一社）日本マスターズ水泳協会の 2022 年チームおよび個人登録

　　 が完了していること。

： ①　定員 ・・・ 600名 　　定員に達した場合は、申込期間内であっても締切ます。

②　種目制限 ・・・ １人２種目まで

③　地域制限 ・・・ なし

④　その他 ・・・ □入場は出場者ならびに出場者の所属するチーム関係者に限る。

　　　　　　　　　　□付添者は可。

　　　　　　　　　　□競技終了後は速やかに退館すること。

新型コロナウイルスの感染状況により変更する可能性あり

会場案内図 ：

〇日本マスターズ水泳協会公認大会
　　本大会は日本マスターズ水泳協会の公認大会です。

　　マスターズ水泳個人未登録者や18歳以下の方は出場できません。同じ日の午後に行われます

　　「第10回千葉チャレンジカップ未公認水泳大会」へのお申込みをご検討ください。
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【 千葉チャレ君 】



 ■ 大会主催者としては、可能な限り開催を目指します。

 ■ チーム責任者の皆様へ

申し込みにあたり、全参加者が本要項の内容を了承していることを必ず確認しお手続きください。

 ■ 参加者の皆様へ 

本要項の内容を必ず確認し、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。 

【 本競技会への参加条件 】 

下記の（1）～（3）の事項を確認・承諾のうえで申し込みをお願いします

 (1) 下記の方は 入場および競技出場ができません。

 ① 大会日直前 14 日間において以下の事項に該当する方。

    または当該在住者との濃厚接触がある

 ② 「健康チェックシートおよび承諾書」を当日入場時に提出されない方。

 ③ 当日に①の症状がある方。

 ④ 入場時の検温（非接触体温計およびサーモグラフィー）により 37.5 度以上ある方。 

 ⑤ 主催者の定める入場対象者以外の方。

 ⑥ マスクを着用していない方。（ウォーミングアップ・競技・クールダウン中は除く）

 ⑦ 感染拡大防止（３密対策）に協力しない方。

 (2) その他の下記の注意事項についてお守りください。

 ① 主催者が定める感染拡大防止対策に従ってご参加ください。

 ② 入場の際は必ず手指消毒を行ってください。

 ③ 応援や声援および対面しての会話はご遠慮ください。

 ④ 絶えず人との距離を取るようにしてください。

 (3) 大会の中止について 

 ① 国･都道府県において、相当規模のイベントの自粛要請が出た場合は中止いたします。

 ② 競技中の会場で感染が認められた場合には、その時点で競技を中止いたします。

 ③ 新型コロナウイルス対策で 施設の閉場及び自粛要請が発令された場合、その他社会情勢ならびに天変

地異等の不可抗力により予測できない状況が発生した場合は中止いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点および参加条件



１．時間（申込人数・種目数により時間は変動します）
　　 開場8：00　　  競技開始9：30　 　競技終了12：30（予定）　

２．参加資格
　１）新型コロナウイルス感染防止の対策にご協力いただけるチーム。

　２）大会申込日までに、（一社）日本マスターズ水泳協会の 2022 年チームおよび個人登録が完了

　　 していること。

　３）暦年齢（2022年12月31日現在の年齢）18 歳以上の健康で定期的に競泳の練習をしている者。 

　４）役員の協力が出来るチーム。

各チームの参加者が４名以上は１名、10名以上は２名、20名以上は３名、30名以上は４名、

40名以上は５名の役員協力を参加条件とする。参加者が４名以下のチームでも是非ご協力を

お願いします。参加者が４人以上のチームで、大会当日プログラムに記載された方が出席でき

ない場合は、必ず代理を立てること。同一チーム内の複数メンバーが交代で役員を務めること

は可とする。役員を欠席したチームは大会の参加をお断りする場合もあるのでご注意ください。 

なお、本大会の役員が出来ないチームは、午後からの「千葉チャレ未公認大会」の役員でも構い

ません。よろしくお願いします。

　５）水着の着用基準については、（一社）日本マスターズ水泳協会の HP で確認すること。 

　６）メインプールの水深は2.0ｍ、飛込みプール（ダウン専用プール）の水深は5.0ｍです。

水深に問題がなく100ｍ以上泳げる方。（メインプールのUP側には赤台を入れない予定）

３．制限
　１）定　　　員 ： ６００名まで（先着順）

　２）種目制限 ： １人２種目まで（公認大会）　　

　３）地域制限 ： なし

　４）そ  の  他 ： 入場は出場者ならびに出場者の所属するチーム関係者に限る。

　　　　　　　　　　 付添者は可。

　　　　　　　　　　 競技終了後は速やかに退館すること。　

感染症の状況により変更する可能性あり

４．年齢区分

　　本大会は大会当日年齢ではありません。

18 25 30 35 40 45

18 25 30 35 40 45

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

24 29 34 39 44 49

　　 以降同様に５歳刻みの区分とする

第１回 千葉チャレンジカップ（マスターズ）公認水泳大会

区分 75 80 85 90 95 100

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

99 104

｜

　　競技者の暦年齢（大会開催年12月31日現在）により次の年齢区分で行います。

50 55 60 65 70

75 80 85 90 95 10050 55 60 65 70

年齢 ｜ ｜ ｜

54 59 64 69 74 79 84 89 94

｜｜

午後の未公認大会にも参加希望の方は、

健康面も考えて参加種目をお決めてください
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５．競技種目

＊１人２種目まで参加可能　＊リレー種目はありません（リレーは午後の未公認大会にあります）

６．競技順序

　50ｍ 背　 泳　 ぎ

　50ｍ バ タ フ ラ イ

　50ｍ 自　 由　 形

　50ｍ 平　 泳　 ぎ

　100ｍ

　25ｍ 背　 泳　 ぎ

　25ｍ バ タ フ ラ イ

　25ｍ 自　 由　 形

　25ｍ 平　 泳　 ぎ
＊スタート台はバックプレート付き。背泳ぎはバックストロークレッジを用意する予定。

７．申込期間（定員になり次第締切とします）

　　2022年７月15日(金)10:00 ～ ８月10日(水) 18:00

８．申込方法（WEBエントリーのみ）
　１）下記の（一社）日本マスターズ水泳協会の HP にアクセスする。

http://www.masters-swim.or.jp/
　　　

　　　

　２）チーム責任者以外の競技者が個人種目の申し込みを行った場合、最後にチーム責任者が必ず

　　 承認手続きを行うこと。 

９．エントリー料
　 ・ 大会参加費　　１名・・・500円　　　　 ・ 個人種目　　１種目・・・1,800円　

　　　　振込先　三菱UFJ銀行　行徳（ギョウトク）支店　（店番２８５）

　　　　普通預金　０７８２６１３　千葉チャレンジカップ 代表　小森 康弘

　　　○必ずチーム代表者が集計して振込みをしてください（個人での振込みはご遠慮ください）

　　　○振込手数料は、チーム負担とさせていただきます

　　　○振込人名入力の際には「チーム名」を入力してください

⇒　マスターズチーム番号＋チーム名　　　　（入力例）「110228　イチレイカイ」

100ｍ25ｍ
●

女・男

女・男

女・男

女・男

女・男

３・４

５・６

７・８

９・10

11・12

女・男

女・男

13・14

15・16

50ｍ

●

●

個人メドレー

女・男17・18

番号

１・２

種目

女・男

個人種目

背泳ぎ・バタフライ・自由形・平泳ぎ

個人メドレー

【 お振込み先 】
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　　　○入金がなくエントリーをした場合は、エントリーの順番は後ろに下がります。

　　　○お振込み明細書を領収書としてご利用ください。（経理上、正式な領収書として使用可能です）

　　　　 　 あらためて領収書が必要なチームはエントリー時に連絡事項欄にてお知らせください。エントリ

　　　　 　 ー後は受付出来ませんのでご注意ください。

10．競技方法
　１）本大会は、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り行います。

　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、タイムの遅い順から

　　 速い順へと行います。

　３） 各種目共、女子の競技を先に行い、その後に男子の競技を行う。

　４）競技進行および安全上支障をきたすと審判長が判断した場合、レース中でもその泳者の競技

　　 を中止する場合があります。 

11．表彰など
　１）大会出場者は後日（一社）日本マスターズ水泳協会の HP に各自でアクセスして公認記録証を
　

プリントアウトできる。但し、失格、棄権した種目は含まない。 

　２）（一社）日本マスターズ水泳協会の公認日本記録を突破した競技者には、日本新記録樹立証を

　　 授与する。 

　３） FINA 公認のマスターズ世界記録を突破した競技者には、世界新記録樹立証を授与する。その

　　 記録を世界記録として FINA（国際水泳連盟）に公認を申請する。 

　４）本日本新記録樹立証、世界新記録樹立証以外の賞状やメダルの贈呈はありません。 

12．世界記録・日本新記録の注意点 
　１） 世界記録・日本記録の公認には、FINA 承認水着の着用が必要です。

　２） 世界記録樹立者は泳者の生年月日を証明する「パスポート」「住民票（3 ヶ月以内のもの）」どち

らかのコピーが必要です。 日本記録樹立者は泳者の生年月日を証明する「パスポート」「住民

　　　票（3 ヶ月以内のもの）」もしくは 「運転免許証」「マイナンバーカード」いずれかのコピーが必要

　　　です。なお、過去に世界新記録・日本新記録を樹立し、（一社）日本マスターズ水泳協会へ生年

　　　月日証明書類の提出履歴のある方は、再提出の必要はありません。

　３） 水着の規定は、（一社）日本マスターズ水泳協会 HP で確認ください。

13．個人情報
　　　円滑な事務作業を推進するため、申込み時にチーム情報・個人情報をご提出頂きます。お預か

　　　りした情報は適正かつ慎重に管理し、紛失・漏洩がないよう努め、大会運営と大会記録管理に

　　　関する業務のみに利用します。また競技進行表作成・ランキング作成などを下記の会社に委託

　　　作成などを下記の会社に委託します。そのため大会記録と登録データを通知しますが、それ以

　　　外の目的で利用することはありません。

　　　不要になった申込時の情報書類は責任を持って破棄致します。

　　　なお、今大会の競技結果を委託先のホームページにて公開致しますので、予めご了承ください。   

　　　                      　　　　　　　　　　    　　    委託先：㈲東洋電子システム

14．肖像権
　　　肖像利用について今大会では大会内容・結果の報告を目的として、広報班が参加のみなさま
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　　　をカメラ・ビデオ等により写真や映像の形式で撮影を行います。

　　　さらに、今大会にて撮影した肖像（全部又は一部の肖像、音声等）につきましては、無償で以下

　　　の目的にのみ利用させていただきます。 

・千葉チャレンジカップホームページ、フェイスブック、ブログ等への掲載

　　　・本大会の結果報告や、今後の活動の案内

　　　大会へ申込みをした時点で、上記をご理解ご了承していただいたものと考えます。

15．異議
競技の失格内容や状況等に異議のあるときは、そのレースのランキング発表後30分以内に内

容を抗議書に記入し、抗議料5,000円を添えて２階総合受付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致します。尚、抗議書の提出はチームの責任者に限り

ます。又、抗議内容が承認された場合は抗議料を返金致しますが、抗議内容が却下された場

合は抗議料を返金致しません。その他、問合せについても、２階総合受付に申し出てください。

16．申告が必要な方の大会参加にあたって
　　　以下の項目に該当する方は事前に（出来るだけお申込み時）申告をしてください。

　　　大会当日の申告は出場種目開始予定時間の１時間前までに２階総合受付に申告してください。

１） 障がいをお持ちで競技規則違反になる可能性がある方 

２） リレーの第２泳者以降が水中からスタートするチーム 

３） 出場に介助が必要な障がいをお持ちの方

介助者はチームから帯同してください。その際、介助者は招集席からスタート席まで付くことは

　　　　　 できますが、スタートの介助はできません。（一緒に水中に入ることは出来ません）ゴール後は、

　　　　　 役員の指示を優先し介助をお願いします。

　　　　　

17．競技・運営役員
コロナ禍の中、役員のご協力誠にありがとうございます。

本大会（第１回千葉チャレンジカップ マスターズ公認水泳大会）の時間帯に役員が出来ない

チームは、午後からの大会（第10回千葉チャレンジカップ未公認大会）での役員協力をお願い

します。エントリーした競技の時間と役員の時間帯が出来るだけ被らないようにしたいため、

下記の表（A1+A2・B1+B2・C1+C2・D1+D2）の中から、ご希望の時間帯をお知らせください。

（役員時間帯は、大会エントリー人数により決まりますので仮です）

　　　役員の協力人数はチーム参加人数で決めさせていただきます。

　　　参加者が４～９名のチームは１名。10～19名のチームは２人。20～29名のチームは３人。

　　　30～39名のチームは４人。40名以上は５人の選出をお願いします。

　　　参加人数が4名以下のチームも是非ご協力ください。また指定の人数よりも多くの役員選出を

【公認大会】　第１回千葉チャレンジカップ

【未公認大会】　第10回千葉チャレンジカップ

朝の準備

片付け

13：30～14：15 14：15～15：00 15：00～15：45 15：45～16：30

C２ D２

A２ B２
9：30～10：15 10：15～11：00 11：00～11：45 11：45～12：30

A１ B１

C１ D１
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していただくことも可能です。

　　　チーム参加人数に対して役員の選出人数が足りない場合は、参加をご遠慮させていただく場

　　　合がございます。

　　 ■役員ボランティア特典

・　役員用競技進行表を配布（役員をやっていただく大会のもの）

　　　・　飲み物

　　　・　入場時、優先入場が可能（役員選出人数により順番が決まります）

・　年末の「千葉チャレ108本チャレンジ！」の優先申込権

・　役務費（交通費一部補助）

・　お弁当（午前・午後の両方の大会の役員をやっていただける方）

　　　本大会（公認大会）に選手として参加するチームでも、午前の大会役員を希望してもOKです。

　　　その逆も可。役員一覧表をブログなどに掲載いたします。

18．その他
　１） 新型コロナウイルス感染防止のため、当日の検温と健康管理表（14日間の健康状態）の提

出が必須です。また大会当日会場に入場出来るのはエントリーをした選手かチーム関係者

　　　の方に限ります。付添者は可。(コロナ感染症の状況により変更する可能性あり)

　　　この点を考慮しエントリーをしてください。

　２） 大会期間中の事故・ケガは応急処置のみとし、その後、参加チームの責任で対応すること。

　３）新型コロナウイルス対策で施設の閉場及び自粛要請が発令された場合、その他社会情勢

ならびに天変地異等の不可抗力により予測できない状況が発生した時は中止いたします。

そのような場合でも返金は行いません。

　４）追加要項、タイムスケジュールなどの詳細はエントリー確定後にブログなどに掲載するので、

　　　各々で確認すること。（二次要項の送付は行いません）

　５）大会主催者としては、可能な限り開催を目指します。

　 本大会参加にあたっては、コロナ感染予防ガイドラインおよび要項・追加要項に記載される注

　 意事項の順守をお願いします。

19．お問い合せ（申込み）先

　千葉チャレンジカップ企画実行委員会事務局　

　〒272-0137　千葉県市川市福栄１－12－６　メゾン・ソフィア101号

　　　スイム一礼株式会社　　第１回千葉チャレンジカップ公認水泳大会

　　 （電話）050-3697-3910 　　　　　　 （メール）mail＠chibachalle.com　

　公式ＨＰ　　　 http://www.chibachalle.com　(ﾁﾊﾞﾁｬﾚ ﾄﾞｯﾄﾞｺﾑ） 

　公式ブログ　　http://blog.chibachalle.com  (ﾌﾞﾛｸﾞ ﾁﾊﾞﾁｬﾚ ﾄﾞｯﾄﾞｺﾑ）

　 お問い合わせ・質問などはチーム責任者に限らせて頂きます

　 上記の実行委員会事務局までメールでご連絡ください

　　　（プール指導が多い為、お電話の質問はご遠慮ください）

2022年６月22日現在

40名以上

役員選出人数　⇒ １人 ２人 ３人 ４人 ５人

参加人数 ４名～９名 10～19名 20～29名 30～39名
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