
平成２７年９月２８日 

参加チーム各位                          愛媛県マスターズ水泳協会 

愛媛県マスターズ水泳短水路大会開催のご案内 

拝啓 時下、貴チームにおかれましては、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。この度は、

愛媛県マスターズ水泳短水路大会にお申込みいただき誠にありがとうございます。 

さて、大会の詳細が決まりましたのでご案内致します。各チーム代表者より、参加選手一人一人に

ご連絡いただきますようお願い致します。今回も４９４名と多数の申込をいただいております。大会

の運営に支障をきたさないように、また競技時間を少しでも短縮するため、参加選手に競技の運営内

容を熟知の上、ご参加いただくようご案内をお願い致します。また、マスターズスイマーとして一人

一人がエチケット・マナーを守るよう心掛け、参加者全員が快適に水泳を楽しめるよう各参加チーム

にご配慮・ご協力をお願い致します。 

敬具 

 

平成２７年度 愛媛県マスターズ水泳短水路大会要項 

１．日  時   平成２７年１０月１２日（月） 

２．会  場   松山中央公園内 アクアパレットまつやま 

愛媛県松山市市坪西町６２５－１ 

メインプール ２５ｍ×８レーン、アッププール ２３ｍ×８レーン、 

健康プール 

３．主催・主管   愛媛県マスターズ水泳協会 

４．共  催   愛媛県スイミングクラブ協会 

５．後  援   松山水泳協会 

６．公  認   一般社団法人 日本マスターズ水泳協会 （公認番号１５－０９０） 

７．日  程 

１２ 

日 

(月) 

開 場 

監督者会議 

ウォーミングアップ 

メインプール 

アッププール 

公式スタート練習 

（メインプール） 

開会式 

競技開始 

競技終了予定 

７：３０ 

８：００～ 

開場～８：３０ 

開場～競技終了まで 

（開会式中は中止） 

８：００～８：３０ 

 

８：４５ 

９：００ 

１７：００ 

出場者ウォーミングアップのため、11日 17時～19時を無料開放いたします。 

※申込時の一次要項も今一度ご確認ください。 



８．競技場の注意 

① 競技は、(一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則って実施致します。 

② スタートの号令は、ｔａｋｅ ｙｏｕｒ ｍａｒｋｓとなります 

③ 年令は、暦年令（２０１５年１２月３１日現在の満年令）とします。 

④ 競技は、全て男女別・年令区分別のタイムレース決勝とします。 

⑤ ２５ｍ・５０ｍ種目は、エントリーに従い男女別・年令区分別に組分けを行い高年令から低

年令へ遅い組から速い組への順で行います。但し、競技進行上の理由により、一部複数の年

令、区分で組分けを行う組もあります。 

１００ｍ・４００ｍ種目は、年齢区分に関わりなく、男女別・エントリータイム順に組分け

を行ない、遅い組から速い組への順で行います。 

⑥ リレーオーダーの変更は、所定の用紙に必要事項を全て記入の上、締め切り時間までに、総

合受付へご提出ください。（変更のない場合は、提出の必要はありません。）変更は１度のみ

となります。 

⑦ チーム受付は、各チーム代表者が行ってください。参加賞・プログラムをお渡し致します。 

⑧ 監督者会議（チームリーダーミーティング）を８：００からプールサイド本部席前で行います。 
 

※競技進行の時間につきましては愛媛県マスターズ水泳協会ホームページ 

https://sites.google.com/site/ehimemasters/ 

に掲載しますので御確認ください。（「愛媛県 マスターズ」で検索） 

 

９．招  集 

招集は、自分の出場する３レース前、２５ｍ種目は、５レース前までにプールサイドの招集所に、

事前に自分の組とレーンを確認の上、招集所へお越し下さい。リレー種目では、招集所で出場者

４名がそろわないと申告はできません。 

競技状況を確認の上、招集に遅れないようご注意下さい。遅れると棄権扱いとなります。せっか

く泳いでもレーンを間違えて泳ぐと失格になります。招集所では隣の人と確認しあうなど、組と

レーンを間違えないようご注意下さい。（特に２５ｍ種目） 

 

１０．世界記録の申請 

世界記録の達成が予想される選手およびチームは、出場するレースの１時間前までに規定用紙に

必要事項を記入の上、本部席に申告して下さい。国際水泳連盟（ＦＩＮＡ）が認定している世界

記録を突破した場合、その記録をＦＩＮＡへ世界記録としての公認を申請致します。 

ＦＩＮＡへの公認申請には、計時員３名の手動計時記録が必要なため、この申請用紙をもとに計

時員３名を配置します。世界記録の申請がない場合世界記録として認定されない場合があります。 

世界記録を達成された場合、泳者の生年月日を証明する書類（パスポートのコピーまたは、住民

票のコピー）が必要となりますのでご準備下さい。 

 

 

 

https://sites.google.com/site/ehimemasters/


１１．異議申し立て 

競技に異議のある時は、そのレースの３０分以内。ランキングに異議のある時は、ランキング発

表後３０分以内に規定の用紙に記入の上、抗議料５，０００円を添えて本部席まで提出して下さ

い。またレース前にわかっている異議については、そのレースの審判長の笛の合図の前までに、

同様に提出して下さい。抗議については、大会総務にて裁定いたします。裁定結果についての異

議は受け付けられません。 

異議の申請は、チームの責任者に限られます。（一般選手からの異議の申請は出来ません。） 

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

を返金しません。失格理由についてのお問い合せは、規定用紙に記入の上、本部席にお申し出く

ださい。 

 

１２．表  彰 

① 記録証の受け取りは、大会終了までに必ず本人が行ってください。（受付付近で本人確認の上、

お渡しします。遠方からお越しで（飛行機の時間等により）受け取れない方は、着払いで郵

送致しますので受付の用紙にご住所等をご記入下さい。） 

② 本人確認として、マスターズカードまたは、身分証明書（運転免許証か保険証）の掲示が必

要です。 

③ マスターズ世界記録・日本記録を突破した選手には、世界記録突破証・日本新記録樹立証を

授与します。 

 

１３．プールの上がり方 

① 個人種目の場合、ゴールタッチした選手はタッチ板に触れないようにレーンロープ側にて待

機し、次の組がスタートしてから上がって下さい。 

② リレー種目は、競技役員の指示に従い、他の選手の妨げにならないように注意してプールか

ら上がって下さい。移動する時にタッチ板には触れないようご注意下さい。 

③ ２５ｍ種目は、次の泳者がゴールタッチするまでに、速やかに上がって下さい。 

 

１４．健康管理 

① 大会中の健康管理は、本人の責任とし、自分の体調には十分留意して下さい。 

② 会場内で体調不良になられた場合は、医務室にて応急処置を致します。 

③ 体調が悪い方は、勇気をもって棄権しましょう。絶対無理をしないようにして下さい。 

 

１５．貴重品の管理について 

貴重品は、個人またはチームで管理して下さい。選手控え席・観覧席・プールサイドに小銭入れ・

カードケース・携帯電話を入れた袋を放置したままウォーミングアップを行い、その間に盗難に

遭うケースがあります。仲間同士で管理しあうようお願い致します。 

 

 



 

１６．選 手 席 

選手席は、観客席、流水プールの周り、および２階通路となります。通路ではシートが必要とな

ります。各チームでご持参下さい。尚、流水プールの周りでは飲食が禁止されています。各チー

ム譲り合ってご利用下さい。 

 

１７．撮影許可について（カメラ・ビデオ・携帯電話） 

撮影許可証なしでカメラ・ビデオ・携帯電話での撮影をすることはできません。 

選手・応援者の方で、カメラ・ビデオ・携帯電話での撮影を希望される方は、受付にて撮影の許

可証を受取り、許可証を見える位置に貼って下さい。 

許可証発行には各日１００円ご負担頂きます。（返金は致しませんのでご了承下さい）   

許可証を付けずにカメラ・ビデオ・携帯電話での撮影をしている不審者を見かけた場合は、大会

本部へご連絡下さい。 

 

１８．施設上の注意 

① 更衣室のロッカーの鍵はカード式です。１,０００円の保証金にてご使用になれます。 

② 会場内での飲食は決められた場所（観客席、及び通路）でお願い致します。 

③ 貴重品は各自又はチームで保管して下さい。盗難等がございましても一切責任は負えません。

チーム責任者はウォーミングアップの際の貴重品管理に気配りをお願い致します。 

④ ゴミは各チームで持ち帰って下さい。必ずゴミ袋をご持参下さい。 

⑤ プールサイド・更衣室は土足禁止です。上履きをご利用下さい。（更衣室での上履きは禁止） 

⑥ プールサイド・更衣室以外は水着姿では利用できません。 

⑦ 館内は全館禁煙です。 

⑧ 観覧席でのシート敷き、場所取りはできません。 

（場所取りとは、荷物・テープ・シート・タオル等を置きスペースを確保すること） 

⑨ プールサイドも控え場所としてご利用いただけます。（※但しプールサイドは飲食禁止） 

 

１９．愛媛県内クラブの方へお願い 

現在、愛媛県マスターズ水泳協会ホームページに掲載の愛媛県記録を上回る記録を出された選手

がいるクラブは、事務局へ名前、年齢区分、登録番号、記録、樹立の大会名、日付を明記してメ

ール（ehime.masters@gmail.com）か、ＦＡＸ（０８９－９７１－６２３０）にてご連絡をお願い

します。尚、日本マスターズ水泳協会の公認大会での記録のみ対象といたします。 

 

 

 

 

 

 

mailto:ehime.masters@gmail.com


２０．個人情報の取り扱いについて 

大会に参加いただく際に円滑な事務作業を推進するためにチーム情報ならびに個人情報をご提出

いただいております。お預かりした情報は適切かつ慎重に管理し、紛失・漏洩がないよう努め、

今大会の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、大会プログラム作成・ラン

キング作成および発送業務を下記会社に委託しております。そのため、大会記録および登録デー

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。尚、ランキングを日本マスタ

ーズ水泳協会の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

ームおよび個人情報書類は責任もって破棄いたします。 
 

委託会社：有限会社東洋電子 

 

２１．愛媛県マスターズ水泳協会が本大会当日に撮影した写真について 

愛媛県マスターズ水泳協会が、競技中に大会風景として写真を撮影し、ＤＶＤ作成、公式ホーム

ページや大会案内チラシ等に掲載する場合がございます。予めご了承ください。 

 

２２．マスターズ水泳は健常者の競技規則のため、障がいにより泳法違反になる可能性のある方が、

事前申請なしに出場されると失格になる場合があります。大会へのエントリー時または大会当日

に、本部席で事前申請を行ってください。また、出場者に介助が必要な場合は、チームから介助

者を付けてください。その際、出場者に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。（水中に一緒に入ることは不可）ゴール後は、役員の指示を優先し介

助してください。出場申告用紙にチーム名・名前・出場種目・障がいの状況について、チーム責

任者が記載し、提出してください。また、テーピングを必要とする場合も申請を行ってください。 

 

２３．大会当日、社会情勢ならびに天変地異のため大会が中止となった場合、「プログラム（申込み分）」

はチームへお渡ししますが、エントリー料の返金はできません。 

 

２４．その他 

① 駐車場はプール北側にありますが、満車の場合は警備員の指示に従い公園内に駐車してくだ

さい。（※武道館専用駐車場は駐車できません。北１・３が満車の場合は、松山中央公園橋で

南１～４へ行くよう警備員が右折の指示をいたしますので従ってください。南１～４は公園

内を横切ってプールまで５分ほどで歩いて来ることが出来ます。） 

② 選手受付は、チームの代表者が行ってください。 

③ マイクロバスで来られるクラブは、事務局までご連絡ください。 

④ 大会終了後、記録の申請を協会へ行いますが、個人申込書等の規定用紙に登録番号や年令の

記入間違い、名前の漢字間違い等があった場合、記録は公認されません。 

⑤ リレーオーダー変更用紙・プログラムの訂正用紙・棄権の申し出用紙は大会総合受付にあり

ます。棄権者はチームでまとめて棄権申し出用紙に記入の上、本部席に提出して下さい。 



⑥ 貴重品ロッカーとして希望者にロッカーキーをお渡し致します。 

※個数に限りがありますので、先着順、おひとり様につきロッカーおひとつのご使用でのご

協力をお願いいたします。 

更衣室入口近くにて、鍵の保証金として１，０００円をお預かり致します。１，０００円は

鍵の返却時にお返しいたします。（鍵を必ず返却していただく為の処置です）つり銭のいらな

いようお願い致します。※千円札以外は、受付いたしません。 

尚、小さいロッカーは施錠しないで自由に使えるように解放致します。 

⑦ お弁当を注文された方は、１１時より２階観客席入り口でお渡しいたします。 

⑧ 施設内には飲み物の自動販売機以外に売店（ファミリーマートがお弁当、おにぎり、サンド

イッチ、菓子パン等）の販売を行います。 
 

アクアパレット内に入られましたらブルーのポロシャツを着た役員が受付をしておりますので、

プール内の詳細はそちらでご案内いたします。 

 

 



愛媛県マスターズ水泳協会 

チーム責任者各位 

 

ロッカー使用申請書の提出について 

 

選手の皆様に安心して更衣室をご利用いただくため、鍵のついたロッカーのご使用をお勧めしており

ます。 

ロッカー使用をご希望の方は、以下の注意事項に同意の上、下記の申請書にご記入いただき、保証金

を添えてご提出下さい。 

 お手数ですが、1日毎に申請をお願いいたします。 
 

1. 更衣室入口近くの窓口で申請書を提出して下さい。 

2. 鍵の保証金として 1,000円をお預かりいたします。（鍵を必ず返却していただく為の処置です） 

・1,000円は鍵の返却時にお返しいたします。 

・つり銭の発生しないようお願いいたします。 

3. 小さいロッカーは自由にご利用できますが施錠はできません。 

4. 更衣室での盗難等のトラブルは一切責任を負いません。 

 

----------------------------------------------------------- ＜キリトリ＞ ----------------------------------------------------------- 
 

平成 27年度 愛媛県マスターズ水泳短水路大会 

ロッカー使用申請書 

ロッカーNo.        
 

 

----------------------------------------------------------- ＜キリトリ＞ ----------------------------------------------------------- 
） 

平成 27年度 愛媛県マスターズ水泳短水路大会 

ロッカー使用申請書 

ロッカーNo.        
 

使用者  
 

チーム名 
 

電話番号 
 

使用者  
 

チーム名 
 

電話番号 
 



愛媛県マスターズ水泳協会 

チーム責任者各位 

 

 

撮影許可申請書の提出について 

 

近年、各大会において選手を不当な目的で撮影する事件が起きています。皆様に安心してご参加いた

だくため、本大会において撮影（ビデオ、カメラ、携帯電話）を行うには、撮影許可の申請が必要です。 

つきましては、貴チーム関係者で撮影を希望される方は、以下の注意事項に同意の上、下記の申請書

にご記入いただき窓口に提出してください。 

お手数をお掛けいたしますがご協力お願い致します。 
 

1. 撮影許可証の発行料として 100円が必要です。当日、申請書と一緒に窓口にお持ち下さい。 

2. 撮影許可証はシール式になっています。見えるように胸や袖に貼って下さい。 

3. 許可証の申請者以外への貸し借りは厳禁とします。 

4. 撮影許可証は 1日限り有効です。 

5. 撮影許可申請書は各チームにてコピーしてお使いください。 

6. 所属チーム、チーム責任者名のない申請は無効となります。 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- ＜キリトリ＞ ----------------------------------------------------------- 
 

平成 27年度 愛媛県マスターズ水泳短水路大会 

撮影許可申請書 

許可証 No.        
 

 

チーム名／責任者              ／             ○印  
 

撮影者  
 

電話番号 
 

種別 ビデオ・カメラ・携帯・その他 
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