
2022年６月29日⇒８月11日修正

１．時間（申込人数により時間は変動します）
　　 開場12：00　　競技開始13：15　 　競技終了16：15（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）健康で定期的(週２回以上)に競泳の練習を行っている者。

　３）今年度より、暦年齢（2022年12 月31日現在の年齢）とさせていただきます。

　４）参加の最低対象年齢は９歳からとします。

　５）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、全てにおいて自己責任

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。

　６）メインプールの水深は2.0ｍ、飛込みプールの水深は5.0ｍです。

水深に問題がなく、100ｍ以上泳げる対象年齢の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。

小学生の選手は保護者の方が必ず泳力をご確認ください。

今回はUPプールに赤台を入れない予定のため、足がつかないところでも、スカーリング等によ

　　　りその場浮きが出来る方のみ参加が可能です。

　 ＊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も参加が可能です。

　７）役員の協力が出来るチーム。

　　 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をお願いします。また指定の人数よりも多くの役員

選出をしていただくことも可能です。

　　 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。

　　 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。 

　 　　「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！！！

３．制限
　１）定　　　員 ： ６００名まで（先着順）

　２）種目制限 ： 個人種目３種目まで（未公認大会）

リレー・役員種目は種目数に含まず

　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

第10回 千葉チャレンジカップ　未公認水泳大会

午前の公認大会と未公認大会は別大会の

ため、種目数の合算はしません。健康面を

考えて参加種目をお決めてください。
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４．年齢区分（個人種目）
　　 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。

　　 本年より大会当日年齢ではありません。

９ 15 18 25 30 35 40

９ 15 18 25 30 35 40

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

11 17 24 29 34 39 44

　　 以降同様に５歳刻みの区分とする

５．年齢区分（リレー種目）
　１）本年より競技者４名の暦年齢（2022 年12 月 31 日現在の年齢）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。（４名以下の参加はNG）

　　 ＊リレーへの参加は同一チーム内とします。（ファミリーリレーも同様）

　２）ファミリーリレーは競技者２名の暦年齢（2022 年12 月 31 日現在の年齢）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。

６．競技種目

＊25m個人メドレーは特別ルールで行います（詳しくは後日発表！！！）

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８月17日(水)　～　8月30日(火) 　書類必着
　　 ＊8月17日よりも前に申込書類が届いたチームは8月20日(土)扱いとします

個人種目 25ｍ リレー種目 50ｍ 100ｍ

背泳ぎ ● ファミリーリレー ●

平泳ぎ ● 平泳ぎリレー ●

個人メドレー * ●

自由形 ● フリーリレー ●

バタフライ ● バタフライリレー ●

【Fin】アプニア ● リアクションチャレンジ ●

【Fin】サーフィス ● 役員チャレンジ種目 10ｍ

【Fin】ビーフィン ● リレー引き継ぎチャレンジ ●

メドレーリレー ●

12 45 50 55 60 65

12 45 50 55 60 65

70 75 80 85 90 95

85 90 9570 75 80

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

74 79 84 89 94 9914 49 54 59 64 69

200 240 280

39 40 60 80 120 160

39 40 60 80 120 160

200 240 280

歳 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

以下 59 79 119 159 199 239 279 319

39 40 60 80 100 120 140 160

120 140 160

年齢 歳 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

39 40 60 80 100

｜

以下 59 79 99 119 139 159 179

｜

区分

年齢

区分

年齢

区分
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８．競技順序

　25ｍ 背泳ぎ

　100ｍ 女・男　メドレーリレー

　100ｍ 混合　フリーリレー

　25ｍ バタフライ

　25ｍ

　100ｍ 女・混・男　平泳ぎリレー　＊

　25ｍ 自由形

　100ｍ 女・混・男　バタフライリレー　＊

　25ｍ Jビーフィン

　25ｍ 平泳ぎ

　50ｍ ファミリーリレー

　25ｍ 個人メドレー（特別種目）

　100ｍ 女・男　フリーリレー

　100ｍ 混合　メドレーリレー

10ｍ リレー引き継ぎチャレンジ（役員のみ）

10ｍ リアクションチャレンジ（役員のみ）

25ｍ アプニア

＊平泳ぎとバタフライリレーは女子・混合・男子が同じ組になる場合があります。

　⇒女子・混合・男子のどれかを選択しお申込みください。

＊リレーのみの参加は出来ません（個人種目へのエントリーをお願いします）

９．申込方法（書面のみ　WEBエントリーはありません）
　　　　１）本大会指定の用紙（書式１～５）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　⇒　書式１を使用し１チームで１枚

　　　　　１人でも必ずチーム名を記入すること

　　　　　なお、チーム名がアナウンスしにくいと判断した場合は参加をお断り致します。

　　　　　　 ② 個人申込書（誓約書）　⇒　書式２を使用（参加者１名につき１枚）

　　 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　⇒　書式４を使用　チームで１枚

　　　　　役員の選出をしていただけるチームのみ提出してください。

　　 ⑤ 出場申告用紙　⇒　書式５を使用　チームで１枚

　　　　　申告が必要な場合のみ提出してください。

　　　　　　 ⑥ チェック用紙　⇒　書式６を使用　チームで１枚

　　この用紙で提出書類を確認してください（書式６は郵送する必要はありません）

　２）お送りいただく申込み書は、コピーをして大会終了まで保管ください。

　３）二次要項は郵送しません、大会１週間前くらいに発表致します。

　　 千葉チャレ公式ブログでご確認ください。

　４）申込み後の種目の変更、追加、キャンセルなどにつきましては受付ません。

　　  郵送前に必ず書類の確認をお願いします。

番号 種目

女・男 サーフィス

10・11・12 女・混・男

１・２ 女・男

３・４ 女・男

５ 混合

33・34 女・男

30 混合

31 無差別

32 無差別

20・21 女・男

26・27 女・男

28・29 女・男

22・23・24・25 -

13・14 女・男

15・16・17 女・混・男

18・19 女・男

６・７ 女・男

８・９

22. 祖母と孫

23. 祖父と孫

24. 母と子

25. 父と子
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　５）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、年齢区分の変更は出来ません。

　６）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、「参加賞」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、「参加賞」

　　  「記録証」などの郵送は致しません。

10．エントリー料
　１）　　大会参加費　 １名 円
　２）　　個人種目　　 １種目 円

役員チャレンジ種目（１種目選択制） 円
　３）リレー種目　　　　 　50ｍ（ファミリーリレー） １チーム 円

100ｍ（ファミリーリレー以外） １チーム 円
　４）プログラム　（事前申込）　　　プログラム　（事前申込）　　 円

11．振込み時期について

　　2022年８月15日(月)　～　
＊この日よりも前に振込みをしないでください（公認大会と区別をつけたいため）

　　　　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

⇒（入力例）　チーム名「　イチレイカイ　」

　　　〇申込書類が届いた先着順で受付します。書類に不備がありましたら順番は後ろに下がります。

　　　○領収書はお振込み明細書をご利用ください。あらためて領収書が必要なチームはエントリー

　　　 　時に書式１からお知らせください。エントリー後は受付出来ませんのでご注意ください。

12．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）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）

　　 ＊平泳ぎリレーとバタフライリレーは、女子・混合・男子を同じ組で行う可能性があります。

　　 ＊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　25・50ｍ…10秒以上　100m…20秒以上)

0

500

1,800

1,400

2,800

1,000

【 お振込み先 】
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　３）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水着、不快と感じる水着はご遠慮ください。

　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。 

13．表彰など
　　 表彰は行いません。

　　 レース結果速報も掲示しません（当日東洋電子のHPから確認が出来ます）

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

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。

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。

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（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 

　　　　  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。　　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 
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　　　　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。

　　　　・ １）と２）以外で申告の可能性がある方は、書式５の[３]の欄に記入してください。

18．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10回千葉チャレンジカップ 未公認水泳大会）の時間帯に役員が出来ないチームは

　　　午前に行われる大会（第１回千葉チャレンジカップ公認水泳大会）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

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（チーム役員選出人数により順番が決まります）

・　役員チャレンジ種目への無料参加可能（１人１種目のみ）

・　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（午後の大会）に選手として参加するチームで、役員は午前の大会を希望してもOKです。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。

片付け

A２ B２

【未公認大会】　第10回千葉チャレンジカップ

朝の準備 【公認大会】　第１回千葉チャレンジカップ

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

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 40名以上

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

C１ D１ C２ D２

A１ B１
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　　　役員一覧表をブログなどに掲載いたします。

　　　申込み時に役員のお手伝いが可能な方は、書式２の役員欄（右上）に〇印を付けてください。

19．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。

20．お問い合せ先（申込み書類送付先）

　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10回千葉チャレンジカップ未公認水泳大会

　　　　　　 （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
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