【 競 技 進 行 上 の 注 意 】
１.

競技方法
1）本大会は２０１８年（公財）日本水泳連盟ならびに（一社）日本マスターズ水泳協会競泳競技規
則に準じ行います。連盟と協会の競技規則が違うところに関しましてはその場での判断と致しま
す。選手は、前記した競技規則をご理解の上出場してください。
（本大会は未公認大会です）
2）競技は、すべて男女混合別、タイムレース決勝とします。
3）年齢は、大会当日年齢（２０１８年８月１８日現在）とします。
4）競技は、年齢区分に関わりなく、男女別・エントリータイムに従い遅い組から速い組への順で行
います。
（年齢別順ではございませんのでご注意ください）
5）競技は、５０ｍ種目を大型映像装置側からスタート、１００・２００ｍ種目は飛込みプール側か
らのスタートとします。
6）５０ｍプールの使用について
１レーンから１０レーンを使用します。
7）飛込みプールの使用について
① ８：００～９：１５までは立ち入り禁止とさせていただきます。
（メインプールの安全確保を最優先にするため）
② ９：１５～アップが可能です。いかなる場合も飛込みは禁止とさせていただきます。
③

飛込みプール手前側（競技プール側）のレーンは１０：１４～１２：１３（予定）まで「ワ
ンポイントアドバイス」イベントに使用いたします。

8）チーム受付について
チーム受付は各チームで必ず行ってください。その際、2 次要項送付時の封筒を２階総合受付に
提出してください。プログラム（お申込みチームのみ）
・記録証・参加賞引換券をお渡し致します。
9）リレーオーダー変更締切り時間
Ｎｏ． ３

混合

４ⅹ５０ｍフリーリレー

８：５０

Ｎｏ． ９～１１

女子・混合・男子

４ⅹ５０ｍバタフライリレー

９：００

Ｎｏ．１４～１５

女子・男子

４ⅹ５０ｍメドレーリレー

９：３０

Ｎｏ．１６～１９

女子・男子

２ⅹ５０ｍファミリーリレー

１０：００

Ｎｏ．２１～２２

女子・男子

４ⅹ５０ｍフリーリレー

１１：００

Ｎｏ．２５～２７

女子・混合・男子

４ⅹ５０ｍ平泳ぎリレー

１１：３０

Ｎｏ．３４

混合

４ⅹ５０ｍメドレーリレー

１３：３０

10）リレーについて
①

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（プログラムＮｏ、組、レ
ーンも記入）変更締切り時間までに、2 階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。

② 変更は１度のみとし、年齢区分の変更はできません。
③ 同一リレー種目には、年齢区分にかかわらず１人１回しか出場できません。
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④ リレー種目の招集は、出場者全員が揃わないと招集受付されません。
⑤

リレーの第２泳者以降で水中スタートを希望される方は、審判長の許可が必要です。許可な
く水中からスタートするためにプールに入った場合、失格になります。２階総合受付に申告
書を提出してください。

⑥ リレー種目での第一泳者の途中計時は公認記録とはなりません。
⑦ リレーへの参加は、本大会の個人登録（500 円お支払いの方）を行っている方のみです。
11）招集について
① 招集では、招集員に組・レーン・名前を自己申告し受付をしてください。
② 招集所（プールサイド）は、会場図を参照してください。
③ 招集所へは、自分の出場する組の５レース前（２００ｍ種目）
・８レース前（１００ｍ種目）・
１０レース前（５０ｍ種目）までにお越しください。
競技進行をよくご確認の上、招集遅れのないようにご注意ください。
④

招集所では、「○組○レーン」と組が呼ばれます。自分の出場する組であれば招集員に、「レ
ーン・名前」を自己申告し、招集受付を済ませ、指示に従い並んでください。初めての方は
特に、ご自分の組とレーンは、忘れないよう、また間違わないようしてください。

⑤

リレー種目は、招集所で出場者全員が揃わないと招集受付できません。全員が揃ったら、泳
ぐ順に各人が自己申告し、招集受付をしてください。

⑥ 招集受付を済ませないと、いかなる理由であれ棄権となり出場できません。
⑦ 出場申告後、やむを得ず棄権をする場合は招集所まで申し出てください。
12）スタートについて
①

スタート前のメインプールでの水浴びは禁止です。プールサイドに「水浴び用バケツ」を用
意していますので、そのバケツの水で行ってください。

②

前の組がスタートしたらスタート台の後ろに立ち、自分のレーンを確認してください。バッ
クプレートを動かす場合は、レーン確認後速やかに行ってください。組・レーンを間違うと
失格になります。

③

本大会のスタートは、⑴スタート台上、⑵スタート台横、⑶水中、からのスタートが許され
ています。初めて競技に出場する選手や飛込みの練習をしていない選手は、安全面から、ス
タート台の横や、水中からのスタートをお勧めします。

④

８：００～８：４０までは１レーンから３レーンまでをスタート練習レーンとします。飛込
みプール側からの一方通行。前の人が 10ｍ以上泳いでからスタートをしてください。なお８：
３０までは役員の方を優先とさせていただき子供の練習は禁止と致します。

⑤

８：４０～９：１０までは１レーンから３レーンまでを公式スタート練習とします。飛込み
プール側からの一方通行。1 レーンから３レーンで行いますが、並び人数を見ながらレーンを
増やしていく予定です。なお、公式スタート練習は、スタート規則の確認であり、飛込み練
習ではありません。

13）プールからの上がり方
① 個人種目の場合、ゴールタッチした選手は、横からプールサイドへ退水してください。
（自分
のレーンから退水も可）また、競技役員の指示があった場合は指示に従い、他の選手の妨げ
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にならないように注意してプールから上がってください。
②

リレー種目はゴールタッチした選手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、またタッチ板に触れないように注意してプールから上がってください。
１００ｍ種目以上の個人種目に関しましては、ゴールタッチした選手はレーンロープにつか
まり次の組がスタートしたあとにプールから上がってください。

14）アップについて
① 朝のアップは５０ｍプールのみで行います（８：００～９：１５）
。飛込みプールは使用禁止
です。開放はしませんので予めご了承ください。
② 飛込みプールでのアップは９：１５から可能です。

２.

水着
本大会は水着の規定はございませんが、締め付けのきつい水着など、健康を害する恐れのある
ものには十分ご注意ください。また不適切な露出の多い水着での出場はできません。

３． 異議申し立て
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、審判長に文書にして提出し
てください。競技の失格内容や状況等に異議があるときは、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１階記録室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いたします。なお、抗議の申請は、チームの責任者に限られます。
（一般選手
からの抗議の申請は出来ません。
）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の返金はできません。
その他、違反内容の問い合わせについては、規定用紙に記入の上、２階総合受付にお申し出くだ
さい。

４． 表彰
1） 出場選手全員に参加賞および千葉チャレンジカップ水泳大会記録証を発行します。
2） 個人種目の男女・種目別・年齢区分別の各上位３位まで、及びファミリーリレーの出場全チー
ム、リレー（200ｍ）種目の１位のみ表彰し、賞品をお渡しします。速報板にてランキングを確
認後、入賞者は表彰所へ各自お越しください。なお、今年から表彰の混雑防止のため、表彰時
間を区切らせていただきます。時間を過ぎましてからの賞品のお渡しは出来なくなりますので
ご注意ください。
No.1～11

4ｘ50ｍバタフライリレーまでの種目は 13：00 で締切

No.12～19 2ｘ50ｍファミリーリレーまでの種目は 14：00 で締切
そして No.20（10ｍリアクションチャレンジ）以降の種目は、競技が終わりましたらお早めに
表彰ブースへお越しください。
表彰の列は個人（男子・女子）とリレー（女子・男子・混合・ファミリー）の 3 列とさせてい
ただき、列ごとに再度並んでいただくシステムです。全員分を一気に受け取るなどは出来ませ
んので、個別にお越しください。 ＊P75 参照
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競技終了後は大変混雑が予想されます。お早めにお越しください。
3） チーム代表者の方が、出場者の表彰を代わりに受けることはできません。
（ただし、小学生の分は代表者が代理で受け取ることも可能とします）

５.

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ついて次のことを確かめてください。
① 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。
② 本大会当日より前１ヶ月間、週２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きましては、すべて参加者側において処置をしてください。

６.

貴重品の管理
1） 貴重品保管用として更衣室のロッカーをお貸し致します。ご希望のチームは代表者が受付に
お申し付けください。
（チームに１つとなります）盗難、紛失等の責任は一切負いません。
2） 保証金として 2,000 円（お釣りがないように 1,000 円札 2 枚をお持ちください）お預かり致
します。保証金は鍵をご返却の際にお返し致します。なお、お釣りは用意しておりませんの
で予めご了承ください。
3） 鍵の紛失または未返却の場合、鍵交換料 5,000 円をお支払いいただきます。

７.

障がいによる申告を必要とする方へ
マスターズ水泳は、健常者の競技規則の為、障がいにより泳法違反になる可能性がある場合、
事前申請なしに出場されると泳法違反で失格になる場合があります。大会エントリー時または
大会当日、大会受付で事前申請をしてください。介助者は、招集席からスタート席まで着くこ
とはできますが、スタートの助け（介助）はできません。（水中に一緒に入る事は不可）ゴール
後は、役員の指示を優先し介助してください。規定の申請書（書式 5）を２階総合受付に提出して
ください。
（チーム名、名前、年齢、出場種目、組、レーン、障がいの状況について）また、テー
ピングを必要とする場合も申請してください。

８.

大会当日の緊急連絡先
緊急時に備え、大会当日チーム責任者の方は下記のとおり、緊急連絡先の把握をお願いします。

1） 責任者が会場へ同行される場合は、出場者全員の緊急連絡先をご持参ください。
（選手のご家族< 家
族に連絡できる方 >に急を要する連絡ができる電話番号を把握してきてください）
2) 責任者が会場へ同行しない場合は、お申し込み時にいただきました緊急連絡先へ連絡を致しま
す。

９.

施設利用上の注意
1) 選手の更衣室は階段下（トレーニング室前）手前の更衣室を利用してください。サブプール側
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の更衣室は立ち入り禁止です。
2) 更衣室のロッカーは個人利用が出来ません。 ＊6.1）参照
3) プールサイドは役員以外すべて裸足です。
4) 地下駐車場は台数に限りがございますので、お車でのお越しはご遠慮ください。会場は、
ＪＲ京葉線「新習志野」駅に隣接しております。電車でのご来場をお願い致します。
5) ゴミの処理は参加チーム側で処理してください。
（分別収集）
6) 忘れ物は大会終了後、大会事務局で 1 週間保管致します。その後処分させて頂きますのでご了
承ください。なお会場（千葉県国際総合水泳場）へのお問合せはご遠慮ください。

10.

カメラ・ビデオ・携帯電話での撮影
本大会において撮影許可書は発行致しませんが、不審者の撮影を防ぐために、すべての撮影に
関しまして当委員より画像のチェックをさせていただく場合がございます。
ご協力をお願い致します。

11.

個人情報の取り扱い
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
に努め、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
ム作成を下記の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。なお、ランキング等は下記の委託会社
のホームページにて公開しますのでご了承ください。
協力委託会社 ： 有限会社東洋電子システム

12.

その他
この大会は千葉県国際総合水泳場をお借りして開催しております。
前頁の「千葉県国際総合水泳場使用上の留意事項」をお守りください。
（プールサイドの壁に S 字フックなどを掛ける行為は禁止です。発見した場合は外させてい
ただきます）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
せかい
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世界に広げよう「水泳の輪」
by チバチャレ君
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