
 千葉チャレンジカップ企画実行委員会

主　　　 管：  千葉チャレンジカップ企画実行委員会

 千葉県水泳連盟競技委員会（依頼中）

開 催 日 時：  ２０１９年９月１４日（土） 開場８：００

 千葉県国際総合水泳場

　　　　　　 （長水路５０ｍ×１０レーン）

　　　　 　　 千葉県習志野市茜浜２－３－３　ＪＲ京葉線・新習志野駅南口　徒歩１分

１．競技種目

特別

 １００ｍ 　　１００ｍを２名(祖母or祖父と孫）

  ファミリーリレー

＊混合……女性・男性が最低１名ずつを含む、合計３～４名で構成

　　（男性３名＋女性１名、またはその逆の人数でも可能です）

＊２００ｍ個人メドレー……役員のお手伝いをしていただいた本人のみ出場可能

２．役員チャレンジ種目（対象者のみ参加が可能な種目です　１人１種目選択制)

役員の方、または役員を選出していただいたチームの方が役員人数分参加が出来ます

＊性別・年齢区分関係なく無差別で行います

＊「ＲＴ」……リアクションタイムの略

３．種目制限
　１）個人種目は１人３種目以内とします。（リレー・役員チャレンジ種目を除く）

　２）リレー種目のみの参加も可能です。（リレーのみの方も書式２の提出が必要）

　３）リレー種目は同一チームから何組でもエントリー可能とします。

　　　個人は同一のリレー種目に複数の年齢区分から出場することは出来ません。

　　　＊役員をしていただける方は、役員時間に支障のないエントリー、または

　　　　交代役員を出せるようにお願いします。

 背　　泳　　ぎ　　　  　女・男

 平　　泳　　ぎ　　　　  女・男

 バ タ フ ラ イ　　　  　女・男

 ２００ｍメドレーリレー　女・混合・男

 ２００ｍフリーリレー　　女・混合・男

 ２００ｍバタフライリレー女・混合・男

 ２００ｍ平泳ぎリレー　　女・混合・男

第６回 千葉チャレンジカップ水泳大会

種　　　　　目 距　　　　　離
 自　　由　　形　　　    女・男 ５０ ・１００ｍ 

５０ ・１００ｍ 

 リアクションチャレンジ 0.80秒を狙え 　ＲＴ0.80秒を狙ったチャレンジ

 リアクションチャレンジ 最速王は誰だ 　スタート台の上からＲＴ最速王決定戦

　　  母・父　　 　　１００ｍを２名(母or父と子）

種　　　　　目 詳　　　　　細

個
人

リ
レ
ー

５０ ・１００ｍ 

５０ ・１００ｍ 

　　２００ｍを３～４名で構成

　　２００ｍを３～４名で構成

  　祖母・祖父　　　

　　２００ｍを３～４名で構成

　　２００ｍを３～４名で構成

主　　　 催：

 50ｍ１分00秒チャレンジ 　50ｍを１分00秒で泳ぐ競争です

運 営 協 力：

会　　 　場：

２００ｍ  個人メドレー　（役員本人のみ参加可能）

【 大会実行委員長 千葉チャレ君 】

今年で
６回目！ Ⓡ

令和
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４．参加資格
　１）健康で定期的(週２回以上)に競泳の練習を行っている方（年齢制限はありません）

　２）参加選手が本人の責任において安全・健康管理を行うことを条件とし、これを

　　　了承した上での申込みとします。18歳未満の方は保護者の同意が必要です。

　３）メインプールの水深は2.0ｍ、飛込みプール（ＵＰプール）の水深は5.0ｍです。

　　　水深に問題がなく、100ｍ以上泳げる方ならどなたでも参加可能です。

　　　100ｍ以上泳げない方の出場は大変危険な為お断りしております。

　　　（小学生以下の選手は保護者の方が必ず泳力をご確認ください）

　　＊本大会は公認大会ではありませんので、日本マスターズ協会・日本水泳連盟（ジュ

　　　ニア）の登録は必要ありません。逆に学生登録の大学生の参加が可能です。

　 「千葉チャレ」は多くの皆様に水泳を楽しんで頂くための大会となっております。

   『試合に出るのは初めて！』という方も是非ご参加ください！！！

５．年齢区分（個人種目）
　　　競技者の大会当日年齢（2019年９月14日現在）により次の年齢区分によって

　　　行います。マスターズ大会の暦年齢（12月31日現在）ではございません。

区分 ８ ９ 12 15 18 25 30 35

８ ９ 12 15 18 25 30 35

歳 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

以下 11 14 17 24 29 34 39

　　 以降同様に５歳ごととします

６．年齢区分（リレー種目）
　１）競技者３～４名の大会当日年齢（2019年９月14日現在）の合計により、次の年齢区分

　　　で行います。以降同様に40歳ごととします。

区分

　　＊リレーへの参加は同一チームからの参加とします。（ファミリーリレーも同様）

　　＊本大会は公認大会ではありませんので、３名（１人が１泳と４泳の２区間を泳ぐ

ことになります）でもリレーに参加が可能です。

　【例】 第１泳者 Ａさん 39歳

第２泳者 Ｂさん 40歳

第３泳者 Ｃさん 41歳

第４泳者 Ａさん 39歳 （120歳区分となります）

44 49

　　39 + 40 + 41 + 39 ＝ 159歳

｜ ｜ ｜｜

80 85 90

79 84 89 9474

｜

70 75 80 85 90

40 45 50 55 60 65

60 65

｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜

7570

年齢

39 40 60 80 120 160

39 40 60 80 120 160

歳 ｜ ｜ ｜ ｜

年齢

40 45 50 55

239 279

200 240 280

200 240 280

54 59 64 69

｜ ｜

以下

｜ ｜

319

◎３名でのリレーのエントリー、及び区分例

59 79 119 159 199
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　２）ファミリーリレーは競技者２名の大会当日年齢（2019年９月14日現在）の

　　　合計により次の年齢区分で行います。以降同様に20歳ごととします。

　　＊申込み時に「祖母・祖父と孫」または「母・父と子」からお選びください。

　　＊男性２名・女性２名・男女１名ずつ、どの組み合わせでも構いません。

区分

７．参加定員数
　１）先着1000名とさせていただきます。（定員になり次第締切とします）

　　　申込み前に千葉チャレンジカップ公式ホームページ【http://www.chibachalle.com】

　　　でご確認ください。定員に達した後のお申込みに関しまして、到着した申込書は

　　　返却致しません。お振込金額から返金時の振込手数料を差し引いた金額のみ返金

　　　となります。

　２）エントリーの変更・追加などは出来ません。

８．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技規則に準じて行います。

　２) ウォーミングアップは 8:05～ 9:00　　競技開始は 9:30(予定）

公式スタート練習は 8:25～ 8:55 の１～４レーン　

飛込みプール側からの一方通行（混み具合によりレーンを追加致します）

　３）競技は、女・混合・男の順でエントリータイムの遅い順より組分けを行います。

　　＊本大会は、年齢区分別での組み合わせではありません。

日頃一緒に泳がない年齢区分の違う仲間と同じ組で泳げるかも！？

（プログラム編成は委託しますので、同タイムでも組がずれる場合があります）

　　＊エントリータイムと競技結果に大きな差があると、競技運営に支障をきたすだけ

でなく他の選手の迷惑となります。競技結果にかかわらず、以下の時間差が出た

場合は、インターフェア行為として失格とする場合があります。

 (エントリータイムとの差　50ｍ…10秒以上　100ｍ…15秒以上  200m…30秒以上)

　４）水着の規定はありません。

（ただし締めつけが強い水着の長時間の着用は健康を害する恐れがありますので、

　十分注意してください。また大会に適さない露出の多い水着はご遠慮ください）

９．申込み期間

　　　早期申込　　2019年６月17日（月）～６月26日（水）消印　（特典あり）

　　　正期申込　　2019年６月27日（木）～７月３日（水）消印　（特典なし）

　　　　※事前に銀行振込みを行い、振込受領書（コピー）を貼付したものを含む全て

          のエントリーに関わる申込用紙を、締切日までに郵送してください。

　　　　※申込み期間を守り、期間前に書類を送らないようお願いします。

　　　　　６月17日より前に到着した分は、６月27日到着（正期申込）扱いとします。

　　　　※申込用紙の直接持ち込みは受付けません。

60 80 100

59 79 99 119

120 140 160

120 140

39 40

139 159 179

年齢

39 40 60 80 100

以下

160

歳 ｜

（申込の締切は７月３日必着　消印有効ではありません）　Ｐ６枠内参照

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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１０．競技順序

　100ｍバタフライ
　100ｍバタフライ
　200ｍフリーリレー
　100ｍ背泳ぎ
　100ｍ背泳ぎ

*２ 　リアクションチャレンジ（RT0.80秒を狙え）
　100ｍ自由形
　100ｍ自由形

*１ 　200ｍバタフライリレー
*１ 　200ｍバタフライリレー
*１ 　200ｍバタフライリレー

　100ｍ平泳ぎ
　100ｍ平泳ぎ
　200ｍメドレーリレー
　200ｍメドレーリレー
　100ｍファミリーリレー
　100ｍファミリーリレー
　100ｍファミリーリレー
　100ｍファミリーリレー

*２ 　リアクションチャレンジ（最速王は誰だ）
　200ｍフリーリレー
　200ｍフリーリレー
　 50ｍバタフライ
　 50ｍバタフライ

*１ 　200ｍ平泳ぎリレー
*１ 　200ｍ平泳ぎリレー
*１ 　200ｍ平泳ぎリレー

　 50ｍ背泳ぎ
　 50ｍ背泳ぎ
 　50ｍ自由形
 　50ｍ自由形
　 50ｍ平泳ぎ
　 50ｍ平泳ぎ
　200ｍメドレーリレー

*２  　50ｍ１分00秒チャレンジ
*３   200ｍ個人メドレー（役員本人のみ）

＊１) No.９・10・11バタフライリレー、25・26・27平泳ぎリレーは、女・混合・

　　　男が同じ組になる可能性あるため、個人はどれか１つの選択制とします

＊２) No.６・20・35は役員チャレンジ種目のため、役員の方（またはそのチーム

　　　の役員人数分）のみ参加可能な種目です

＊３) No.36は役員本人のみ出場可能種目です（得点には加算されません）

33 男子
34 混合
35 無差別

28 女子
29 男子
30 女子
31 男子
32 女子

23 女子
24 男子
25 女子
26 混合
27 男子

18 母と子
19 父と子
20 無差別
21 女子
22 男子

15 男子
16 祖母と孫
17 祖父と孫

12 女子
13 男子
14 女子

９ 女子
10 混合
11 男子

７ 女子
８ 男子

４ 女子
５ 男子

１ 女子
２ 男子

番号 種目

３ 混合

６ 無差別

36 無差別

Ｎｏ．９・10・11は同じ組

になる可能性があるため

1人1種目のみ

参加可能とします

Ｎｏ．25・26・27は同じ組に

なる可能性があるため、

1人1種目のみ

参加可能とします

役員チャレンジ

種目

役員チャレンジ

種目

役員チャレンジ

種目
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１１．エントリー料（税込み）
　　　個人登録費　　　　　　　　　１人　　　　　　 500円

　　　個人種目　　　　　　　　　　１種目　 　　　1,200円 （200m個人メドレー含む）

　　　役員チャレンジ種目〈注１〉　　　　　　　　　　無料

　　　リレー(200ｍ)種目　　　 　　１組　　 　　　2,800円

　　　ファミリー(100ｍ)リレー　 　１組　 　　　　1,400円

　　　プログラム　　　　　　　    １部　　　 　　　500円　(大会当日 1,000円）

　　 〈注１〉……役員ボランティアを選出していただいたチームの方で、役員の

　　　　　　　　　人数分出場可能

　　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

　　　○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

⇒（例）チーム名「一礼会（イチレイカイ）」の場合、振込人名は「イチレイカイ」

１２．表彰など
　１）エントリータイムと同じタイムで泳いだ方に「千葉チャレピタリ賞」として、賞品

　　　（千葉チャレキャップ）を授与します。

　２）本大会はチーム対抗戦(『競技戦』と『盛り上げ戦』の２つの部門で構成)です。

　　　チーム合計得点により総合優勝、準優勝、３位、を表彰致します。

　　　（同点の場合は参加人数の多いチームが上位となります）

　　　なお、得点計算方法は下記のとおりとします。

　『競技対抗戦』

　　　個人種目順位・・・１位-５点・２位-４点・３位-３点・４位-２点・５位-１点

　　　リレー種目・・・・１位-10点・２位-８点・３位-６点・４位-４点・５位-２点

　　　千葉チャレピタリ賞・・・30点

　『盛り上げ対抗戦』

　　　個人種目出場・・・・・・・申込み１種目に対して１点

　　　リレー種目出場・・・・・・申込み１組に対して２点

　　　役員ボランティア・・・・・お手伝い可能な申込み者に対して２点

　　　早期申込み・・・・・・・・申込み書類の消印日を基準にボーナスポイントの

　　　　　　　　　　　　　　　　加算をします。

　消印日　　６月17日～26日まで----30点（Ｐ８参照　■役員ボランティア特典）

６月27日以降のボーナスポイントはありません

記入漏れ（ミス）などがある場合はボーナスポイントは消滅しますので

ご注意ください！
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１３．申込み方法
　　　　１）本大会指定の用紙（書式１～６）と、二次要項返信用封筒（82円切手を貼る）に

　　　必要事項を記入の上、チームごとに郵送してください。

　　　　 ① チーム申込書　　　　　　　 ⇒　

１人で参加の場合もチーム名を記入してください

　　　　 ② 個人申込書（誓約書）　 　　⇒　

役員の方は「書式２役員用」をお使いください

③ リレー申込書　　　　　 　　⇒　 書式３を使用

④ 役員チャレンジチーム受付表 ⇒　

⑤ 出場申告用紙　　　　　　　 ⇒　

　　　　 ⑥ チェック用紙　　　　　　　 ⇒　

　振込受領書のコピーを添付してください

⑦ 封筒（二次要項返信用）　　 ⇒　 封筒（長３または長４サイズ）に82円切手を貼

りチーム代表者の住所・氏名・チーム名を記入

　　２）お送りいただきました申込みデータは、大会終了までコピーを保管してください。　２）お送りいただきました申込み書は、コピーをして大会終了まで保管ください。

　　３）お申込みをされたチームには、エントリーのための入金確認が出来、全ての　３）二次要項は、チーム受付表のみ大会の約１週間前にチーム代表者へお送り致します。

　　４）申込み後のエントリー変更、追加、キャンセル、エントリー料の返金等につきまし　４）申込み後のエントリー変更、追加、キャンセル、エントリー料の返金等につきまし

　　　ては、受付いたしませんのでご注意ください。申込みの際は必ずご確認をお願いします。　　　ては受付けません。郵送前に必ず書類の確認をお願いします。

　　５）棄権の場合、エントリー料の返金は出来ません。　５）棄権の場合もエントリー料の返金は致しません。

　　６）リレー種目においては、大会当日、１回のオーダー変更ができます。　６）リレー種目においては、大会当日、１回のみオーダー（メンバー）変更ができます。

　　　ただし、年齢区分の変更はできません。　　　ただし、年齢区分の変更は出来ません。

　　７）大会当日、悪天候や災害など、予測できない状況にてやむを得ず大会が中止になった　７）悪天候や災害など、予測できない状況にてやむを得ず大会が中止になった場合は、

　　　「記録証」「申込まれたプログラム」等は後日各チームに送付させて頂きますが、

　　　エントリー料の返金は行いません。

　８）大会当日にチーム受付をしなかった場合、記録証などの郵送は致しません。

　　＊本大会のリレー参加は個人種目にエントリーがなくても出場可能です。

　　　ただし参加人数分の個人登録費（500円）が必要です。

　　　出場者全員１人１人申込書（書式２）への記入をお願いします。

　　　郵送先は最終ページ（８ページ）にございます

１４．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利用します。またプログラム作成・ランキ

　　　ング作成・発送業務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

書式５を使用し１チームで１枚

書式６を使用し１チームで１枚

書式１を使用し１チームで１枚

書式２を使用（参加者１名につき１枚）

書式４を使用し１チームで１枚
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１５．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

　　　大会への申込みは上記の件をご理解ご了承の上、お願いします。

１６．異議
　　　　競技の失格内容や状況等に異議のあるときは、そのレース終了後30分以内に抗議

　　　書へ内容を記載し、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。（抗議書は２階総合受付にあります）

１７．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申告が必要です。

　　　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 

　　　　 申込み時に書式５「出場申告用紙」をチームで１枚提出してください。

　　　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 

　　　 　　　該当する場合は、大会当日２階総合受付へ上記の用紙を提出してください。

　・ 出場に介助が必要な障がいをお持ちの方は、介助者を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。

　　　　・ ①②以外で申告の可能性がある方は③に記入してください。

１８．ワンポイントアドバイス
　　　毎回好評をいただいております「千葉チャレ特別水泳コーチによるワンポイントア

　　　ドバイス」を今年も開催致します！

　１）水泳指導のプロコーチ（マスターズ世界ランキング元１位や全国大会優勝者、

　　　日本代表コーチ）やマスターズ世界・日本記録保持者などからワンポイントアドバ

　　　イスを受けるチャンスです。

　２）今年の参加対象者は「役員ボランティアの方」「個人種目を２種目以上エントリー

　　　をされている方」です。

　３）開催時間は、Ｎo.４の100ｍ背泳ぎからＮo.15の200ｍメドレーリレーまでの間に、

　　　飛込みプールの端のレーンで行う予定です。（メインプールは競技進行中）

　　　おのおのに25ｍを泳いでいただき、その泳ぎを見てアドバイスを致します。

　　　開催時間内ならいつでも構いません。飛び込みプールへ直接お越しください。
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１９．競技役員・運営役員
　　　　本大会の競技役員は「ボランティア（無償）」としてお願いしております。

　　　参加者が６～８名のチームは最低１名。９～16名のチームは２名。17～24名のチー

　　　ムは３名。25～32名のチームは４名。33～40名のチームは５名。41名以上は６名の

　　　選出をお願いします。（参加人数が６名以下のチームも是非ご協力ください）

　　　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、チーム対抗戦の対象外

　　　とさせていただきます。場合によっては参加をお断りすることもあります。

早期申込は、役員の選出人数が変わります。

役員の人数にお困りのチームは６月26日までの消印で早期申込をお勧め致します。

　　　　役員ボランティアチーム受付表（書式４）に出場種目を記入してください。

　　　　競技順番を確認して役員のお手伝いが可能か判断をお願いします。

　　　■役員ボランティア特典（役務費の支給のかわりに、下記を特典としてご用意）

　　　　①　昼食（お弁当と飲み物）をご用意

　　　　②　役員用プログラムを無料配布

　　　　③　役員チャレンジ種目への参加が可能

　　　　④　ワンポイントアドバイスを受けることが可能

　　　　⑤　朝の入場時、優先入場が可能（役員選出人数により順番が決まります）

　　　　・ 特典を受けられる方は、朝の役員朝礼・大会終了後の片付け・終礼に参加ができ、時間

　　　　　交代で穴を空けることなく役員の仕事が出来る方となります。

（選手兼任の場合チーム内で交代して行うのも可。その場合特典は代表者のみとなります）

　　　　・ 担当役職、集合時間等詳細は、ブログなどに掲載致します（お名前を掲示致します）

　　　　・ 申込み時に役員のお手伝いが可能な方は、役員用の書式２の用紙に記入してください。

　　　　　チームの『盛り上げ対抗戦』の得点が加算されます。

２０．お問い合せ（申込み）先

　書類送付先（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６回千葉チャレンジカップ　申込宛

　　 　　　　　　 （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）

2019年５月22日現在

２人 ３人 ４人 ５人 ６人

10～19名 20～29名 30～39名 40名以上 -

９～16名 17～24名 25～32名 33名～40名 41名以上

早期申込 -

選出人数⇒

正期申込 ６～８名

１人
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