東日本大震災復興祈念大会「集え水泳人！」いざ盛岡へ！

２０１８イーハトーブマスターズ水泳盛岡大会
（ニチレイチャレンジ特別泳力検定会）

開

催

要

項

主 催

岩手マスターズ水泳協会
岩手県水泳連盟

主 管

岩手マスターズ水泳協会

共 催

盛岡市

公 認

一般社団法人 日本マスターズ水泳協会
（公認番号 １８－
）

後 援

公益財団法人日本水泳連盟

協 力

盛岡市教育委員会、(公財)盛岡市体育協会
ＮＰＯ法人盛岡市水泳協会、一関市水泳協会
奥州市水泳協会､北上市水泳協会、花巻市水泳協会
釜石市水泳協会、宮古市水泳協会、二戸市水泳協会
大船渡市水泳協会、滝沢市水泳協会、久慈市水泳協会
遠野市水泳協会、紫波町水泳協会、西和賀町水泳協会

期 日

平成３０年１１月１６日（金）～１８日（日）

会 場

盛岡市立総合プール
〒020-0866 盛岡市本宮五丁目３番１号
（A 面；25ｍ×7 ﾚｰﾝ、B 面；25ｍ×5 ﾚｰﾝ）

㈱ニチレイ

１．競技方法
(1)本大会は２０１７年度 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
の順に行います。
(4)申込人数が多数の場合は以下の方法を行うことがあります。その場合は２次要項でご案内いたします。
①１００ｍ以上の各個人種目を２面で行います。（A 面 7 ﾚｰﾝ、B 面 5 ﾚｰﾝ）
②２００ｍ以上の各個人種目はデッキシーディングを行います。
(5)競技進行及び安全上支障をきたすと審判長が判断した場合は、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。
(6)今大会は、１５００ｍ自由形における８００ｍの途中時間は公認記録にはなりません。
なお、４×25ｍのリレー競技を除き、混合を含め（MSW5.4）リレー競技の第１泳者の記録は新記録に申請
することができる。リレーの第１泳者が違反なく泳ぎ終えれば、続く泳者に失格があったとしても、第１泳者
の記録は無効にならない。
エントリーは、以下の参加標準記録を超過したエントリータイムではエントリーできません。
６０歳区分以上
５５歳区分以下
種 目
女 子
男 子
女 子
男 子
１５００ｍ自由
*******
３８分００秒まで
*******
３６分００秒まで
形
８００ｍ自由形

２２分００秒まで

*******

１８分００秒まで

*******

※女男８５歳区分以上は出場制限タイムなし

２．参加資格
(1) 大会への申し込み時点で、一般社団法人日本ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳協会に２０１８年度ﾁｰﾑ及び個人登録を
完了していること。
(2) 暦年齢１８歳以上の健康な男女で、定期的に競泳の練習を行っている方。
(3) 高校生には参加資格はありません。
(4) 今年度の泳力検定の実施にあたり、マスターズ（チーム・個人）登録を完了していない者及び高校生
以下についても、泳力検定を受験する場合はその種目にかぎり、参加可とします。
なお、マスターズ登録が無い方はマスターズ公認記録とはなりませんので、ご了承ください。

３．競技種別及び種目
項 目

25ｍ

50ｍ

100ｍ

200ｍ

400ｍ

800ｍ

1500ｍ

自 由 形

○

○

○

○

○

○（女子）

○（男子）

背 泳 ぎ

○

○

○

○

平 泳 ぎ

○

○

○

○

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

○

○

○

○

個人ﾒﾄﾞﾚｰ

○

○

○

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

○

○

○

ﾌﾘｰﾘﾚｰ

○

○

○

混合ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

○

○

○

混合ﾌﾘｰﾘﾚｰ

○

○

○

○
○

４．競技順序
１日目（11 月 16 日）13:00 ｽﾀｰﾄ

２日目（11 月 17 日）9:00 ｽﾀｰﾄ

３日目（11 月 18 日）9:00 ｽﾀｰﾄ

No１ 女子 800m 自由形

No５

混合 4×200m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No３４ 混合 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No２ 男子 1500m 自由形

No６

混合 4×50m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No３５ 混合 4×25m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No３ 女子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

No７

女子 200m 個人メドレー

No３６ 女子 200m 自由形

No４ 男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

No８

男子 200m 個人メドレー

No３７ 男子 200m 自由形

No９

女子 50m 自由形

No３８ 女子 200m 背泳ぎ

No１０ 男子 50m 自由形

No３９ 男子 200m 背泳ぎ

No１１ 女子 50m 背泳ぎ

No４０ 女子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No１２ 男子 50m 背泳ぎ

No４１ 男子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No１３ 女子 50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No４２ 女子 200m 平泳ぎ

No１４ 男子 50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No４３ 男子 200m 平泳ぎ

No１５ 女子 50m 平泳ぎ

No４４ 女子 4×100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No１６ 男子 50m 平泳ぎ

No４５ 男子 4×100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No１７ 女子 4×50m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No４６ 女子 4×25m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No１８ 男子 4×50m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No４７ 男子 4×25m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No１９ 女子 400m 自由形

No４８ 女子 100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

No２０ 男子 400m 自由形

No４９ 男子 100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

No２１ 混合 4×50m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No５０ 女子 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No２２ 女子 100m 自由形

No５１ 男子 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No２３ 男子 100m 自由形

No５２ 女子 4×25m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No２４ 女子 100m 背泳ぎ

No５３ 男子 4×25m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

No２５ 男子 100m 背泳ぎ

No５４ 女子 25m 自由形

No２６ 女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No５５ 男子 25m 自由形

No２７ 男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No５６ 女子 25m 背泳ぎ

No２８ 女子 100m 平泳ぎ

No５７ 男子 25m 背泳ぎ

No２９ 男子 100m 平泳ぎ

No５８ 女子 25m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No３０ 女子 4×200m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No５９ 男子 25m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

No３１ 男子 4×200m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No６０ 女子 25m 平泳ぎ

No３２ 女子 4×50m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No６１ 男子 25m 平泳ぎ

No３３ 男子 4×50m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

No６２ 混合 4×100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ
No６３ 混合 4×25m ﾌﾘｰﾘﾚｰ

※泳力検定は、No７～Ｎｏ16、Ｎｏ４８～No４９、No５４～No６１の種目が対象になります。

５．年齢区分
(1) 個人種目は競技者の暦年齢（大会開催年１２月３１日現在の年齢）により次の年齢区分によって行われる。
以降同様に５歳ごととする。
区分

１８

２５

３０

３５

４０

４５

５０

５５

６０

６５

７０

７５

８０

８５

９０

９５

100

年齢

１８
|
２４

２５
|
２９

３０
|
３４

３５
|
３９

４０
|
４４

４５
|
４９

５０
|
５４

５５
|
５９

６０
|
６４

６５
|
６９

７０
|
７４

７５
|
７９

８０
|
８４

８５
|
８９

９０
|
９４

９５
|
９９

100
|
104

(2) リレー種目は競技者４名の暦年齢（大会開催年１２月３１日現在の年齢）の合計により次の年齢区分によっ
て行われる。以降同様に４０歳ごととする。
区分

１１９

１２０

１６０

２００

２４０

２８０

３２０

３６０

年齢

１１９
以
下

１２０
|
１５９

１６０
|
１９９

２００
|
２３９

２４０
|
２７９

２８０
|
３１９

３２０
|
３５９

３６０
|
３９９

※「25m 種目」･「個人種目の 18 歳区分」･「4×25m ﾘﾚｰ種目」は世界記録の対象にはなりません。

６．出場制限
(1) 個人種目
１人１日２種目までとします。（リレー種目を除く）
(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していること。
②所属を超えてチームを構成することは出来ません。
③同一所属からのエントリーは各種目各年齢区分１チームまでとします。
④混合リレーは男女それぞれ２名ずつで構成され，泳順は指定しません。
(3) 個人、リレー種目とも申し込み後の種目並びに年齢区分の変更はできません。
(4) 競技役員の選出
参加者１０名につき 1 名の競技役員選出のご協力をお願いします。

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ようにお願いします。
(2)チーム責任者は参加者について次のことを確認願います。
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っていること。
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、その指示に従っていただきます。

８．申告が必要な方
(1)以下の項目に該当する場合は、申し込み時に指定の書式で申告をお願いします。
①障がい等により招集後も競技出場のために介助者の同行もしくは補助具（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をお願いします。
①世界記録に挑戦する方。（出場するレースの１時間前までに申告してください。）
②認定された障がいをお持ちの部位による泳法違反を回避したい方。
内容を確認して、許可･不許可の判断をします。
なお､診断書や障がい者手帳の提示を求める場合があります。
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)出場者全員に一般社団法人日本マスターズ水泳協会公認記録証を授与します。（後日郵送）
(2)ＦＩＮＡ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選手及びリレーチームには
「日本新記録樹立証」を授与します。
(3)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した選手及び
リレーチームに「世界記録突破証」を授与し、その記録を FINA に申請します。
なお、ＦＩＮＡへ申請の際泳者の生年月日を証明するため「パスポートのコピー」または「住民票の
コピー」（３ｹ月以内に取得したもの）が必要となりますので、事前にご準備をお願いします。
（運転免許証、健康保険証は認めませんのでご了承願います。）
(4)男女別、種目別、年齢区分別に上位３位までメダル（南部鉄器製）が贈られます。

(5)各種目の表彰式は行いません。なお、世界新記録及び日本新記録を突破した選手には副賞が
贈呈されます。（副賞：地元盛岡「花月堂」様のロールケーキ「キャラメル・モンブランロール」）
(6)１０年連続出場を達成された皆様を表彰します。該当される方は「書式５」に必要項目を記入し
申請をお願いします。（Web ｴﾝﾄﾘｰの場合申請様式をメールでﾌｧｲﾙ添付をお願いします）
(7)特別賞
・ゲスト特別賞
今年度ゲストオリンピアンゆかりの種目、各年齢区分優勝者にゲスト特別賞を贈呈します。

１０．エントリー（参加申込）
(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確認し了承願います。
②以下の項目に当たる申し込みは受付出来ない場合がありますのでご注意願います。
・申し込み時点で２０１8 年度の登録が未完了の方が含まれている場合。
・申し込み内容に不備がある場合。
③エントリーは、【Web エントリー】と【書式郵送エントリー】のどちらかを選択願います。
④申し込み受付後の種目変更、キャンセル及びエントリー料の返金は出来ませんのでご注意願います。
⑤リレー種目のオーダ変更はレース当日に限り指定時間までに１回のみ受付します。
ただし種目、年齢区分の変更は出来ませんのでご注意願います。
⑥エントリータイムの記入は正確に記入をお願いします。（100 分の 1 秒単位）
(2)エントリー料等
①個人種目

１種目 １，８００円（25ｍ～200m）

３，０００円（400m）

４，０００円（800m・1500m）

②リレー種目 １種目 ２，８００円（100ｍ・200m） ４，０００円（400m・800m）
③チーム参加料 Ｗｅｂエントリー １，０００円 書式郵送エントリー １，５００円
（チームへプログラム 1 冊）

（チームへプログラム 1 冊）

④プログラム

１部

１，０００円（当日販売 １，５００円）

⑤ランキング

１部

２，０００円（後日チームへ郵送）

⑥お弁当

１個

８００円（お茶付）

(3)受付方法
【Web エントリーの場合】
① 申込用ファイルは、岩手マスターズ水泳協会 HP にアクセスし、ダウンロードをお願いします。
② データ送信は、１チーム１回とします。追加及び訂正は不可となります。
③ 申込合計金額は、データ送信前に振込をお願いします。（チーム番号・チーム名記入し振込）
④ 「チーム番号」「チーム名」「振込日」「振込金額」を送信文書内に明記し、振込控えを PDF 又は画
像データで添付し、申込み用ファイルと共に yuu-k@beige.plala.or.jp 送信願います。
データ添付送信の際“配信”の「開封確認」にチェックを入れて送信をお願いします。
【書式郵送エントリーの場合】
① 各チーム宛て郵送の申込用紙を使用するか、岩手マスターズ水泳協会 HP からダウンロード
し使用をお願いします。
② 申込みに必要な書類
・大会申込書は「書式１」に記入し提出してください。
・個人種目の申込みと誓約書は「書式２」に記入し提出してください。
・リレー種目の申込みは「書式３」に記入し提出してください。
・申込金は振込後、領収書（ｺﾋﾟｰ可）を「書式４」に貼付し提出してください。
・エントリーチェックは「書式４」に☑を記入し提出してください。

(4)エントリー料の支払い
＊エントリー料については<下表>の口座に郵便振込みでお願いいたします。
《郵送先》 〒028-3614 岩手県紫波郡矢巾町又兵エ新田４－４０２
2018 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾏｽﾀｰｽﾞ水泳盛岡大会事務局 宛

TEL･FAX 019-681-7585

《振込先》 郵便振込口座番号;０２２６０－８－６８９５７ （加入者名;岩手ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳協会）
ゆうちょ銀行 口座番号 当座 ００６８９５７

支店名；二二九店

店番；２２９

※通信欄には大会名「2018 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾏｽﾀｰｽﾞ水泳盛岡大会」とご記入下さい。
《お問い合わせ》

岩手マスターズ水泳協会
門 口

雄

携帯 090-2796-4737

TEL･FAX 019-681-7585

［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL；http://www9.plala.or.jp/Iwate-mastrs/］
(5)申込期間
２０１８年７月１日(日)～９月２８日（金）１７：００まで（厳守）お願いします。

１１．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並びに肖像の取り扱いについては以下のとおりです。
(1)個人情報
・プログラム、ランキング作成を含む競技会運営に使用します。
・競技結果としてホームページ、ニュース等の媒体に掲載します。
(2)肖像
・大会報告としてホームページ、ニュース等の媒体に使用します。
・マスターズ水泳の普及活動のために以後各種媒体に使用場合があります。

１２．備 考
(1)２次要項
エントリー締め切り後、大会開催の１０日～２週間前に各チームへ発送します。また､ホームページにも
公開します。
(2)ＩＤカード兼誓約書について
①本大会ではＩＤカードを使用します。（２次要項に同封しますので確認をお願いします）
招集時等にはＩＤカードの提示が必要になりますので、裏面の必要記載事項欄に記入しご持参
ください。署名がない場合は競技に出場できませんのでご注意願います。（捺印は不要です）
②受取後紛失した場合はインフォメーションで再発行申請をお願いします。（再発行手数料＠５００円）
③緊急時の連絡先は、大会当日に出場者に異常が生じた時に連絡できる先を記載願います。
(3)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いません。
なお、プログラム（申込分）は送付します。
(4)私的営利活動の禁止
大会会場内で主催者の許可なく営利活動や販促物等の配布、集客活動などを行うことは禁止します。
(5)会場内での撮影について
本大会において、参加選手または関係者が私的に撮影した動画や画像をＹｏｕＴｕｂｅ等のＷＥＢサイト
やその他の公な場所に公開する際は、必ず各権利者の許諾を公開者が受けていただきます。
(6)本年度も、オリンピアンをゲストにお招きし選手・観客の皆さんと大会の盛り上げを図っていただきます。
参加者の皆さんはお楽しみにしてください。

(7)参加者は健康の維持増進とﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの要素を加味し、選手相互に親睦を図る目的を十分
に理解して参加頂くようお願いします。
(8)大会運営を円滑に進行するため、各チームにて参加選手に競技規則、特にスタートや泳法の
ルールをご理解頂く ようお願いいたします。
(9)故意に競技の進行を妨げたり、大会の品位を著しく傷つける行為等に対しては、行為者および
所属チームを含め制裁を課すことがあります。
(10)ゴミの始末については、各チームで責任を持って処理（持ち帰り）をお願いします。
屑籠への投棄はご遠慮願います。
(11)東日本大震災で被災し、今大会に選手として参加する方は参加料を無料とします。
※被災した方とは；現在仮設住宅等で生活されている方が対象となります。

１３．泳力検定の実施
本競技会では、公益財団法人日本水泳連盟の特別泳力検定会を別紙要項のとおり実施いたし
ます。特別泳力検定会は、一般社団法人日本マスターズ水泳協会登録の方だけでなく未登録の
方の参加も可能です。（１日２種目までです。）
※ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾏｽﾀｰｽﾞにお申し込み（エントリー）をされている方は、検定料が無料となります。
ただし、ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾏｽﾀｰｽﾞへのエントリー種目と同じ種目で、ｲｰﾊﾄｰﾌﾞとあわせて１日２種目まで
とします。なお、詳細につきましては、別紙泳力検定の要項にてご確認ください。
※東日本大震災で被災し、参加する方は検定料を無料とします。
（被災した方とは；現在仮設住宅等で生活されている方が対象となります。）
◎交通機関
■車、タクシー；盛岡駅から約 10 分。
盛岡インターチェンジから約 15 分。盛岡南インターチェンジから約 15 分。
■バス
・太田線；盛岡駅 10 番～太田橋～アイスアリーナ前
・青山町線；滝沢営業所～盛岡バスセンター～総合プール前
・盛南ループ『200』；盛岡駅から左回り(城西町経由)で約 10 分(アイスアリーナ前下車)。
右回り(盛岡バスセンター経由)で約 30 分。 140 円から 200 円で乗車できます。

