
１　期　　日 平成２４年８月１１日（土） 

２　会　　場 花巻市　市民プール（５０ｍ×８コース　ｱｯﾌﾟﾌﾟｰﾙ有り）　花巻市高田25-2　℡0198-24-2129

３　日　　程 開　　　場　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８時００分 
ウォーミングアップ　 ・・・・・・・・・・  ８時１０分～８時５０分
競技役員打合せ  ・・・・・・・・・・・・　８時３０分
開　会　式　・・・・・・・・・・・・・・・・・　９時００分 
競技開始　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・　９時１５分 
閉　会　式　・・・・・・・・・・・・・・・・・　競技終了後 

４　参加資格 (1) 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。

(2) 高校生の参加資格はありません。

５　競技種目 項　目 50ｍ 100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ
自 由 形 ○ ○ ○ ○ ○ ○

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 ○

６　競技順序 1　800m自由形  8　200m自由形 15　  4×50m混合ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

2　1500m自由形  9　400m自由形 16　  50m背泳ぎ

3　4×50mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 10　4×50mﾌﾘｰﾘﾚｰ 17　  50m平泳ぎ

4　200m個人メドレー 11　100m背泳ぎ 18　  50mバタフライ

5　200m背泳ぎ 12　100m平泳ぎ 19　  50m自由形

6　200m平泳ぎ 13  100mバタフライ 20　4×50m混合ﾌﾘｰﾘﾚｰ

7　200mバタフライ 14　100m自由形

７　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。 

(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。 

８　出場制限　　　(1) 個人種目は１人２種目以内とします。（リレー種目を除く） 

(2) リレー出場者は個人種目にエントリーした方で、そのエントリーしたチームよりの出場に限ります。

(3) リレー競技出場者は、同一のﾘﾚｰ競技において、複数の年齢区分から出場することはできません。

(4) ﾘﾚｰ競技において同一競技内で、同一ﾁｰﾑからのｴﾝﾄﾘｰは、各年齢区分につき２組以内とします。

(5) 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。

(6) 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。

（２）水泳競技
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９　競技方法　　　(1) 社団法人日本マスターズ水泳協会競泳競技規則にのっとり行います。

(2) 男女別、年齢グループ別のタイムレース決勝とします。

(3) 原則として、女子→男子、高年齢→低年齢、タイムの遅い順から早い順により組み分けを

　　行い進めます。

(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。

　　 ① ２００ｍ以上の各個人種目はデッキシーディングを行います。

(5) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑより大きな誤差で泳ぎ、競技進行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。

　　　・１５００ｍ自由形(男子)の場合、３５分以内で泳げる方。

　　　・８００ｍ自由形(女子)の場合、２０分以内で泳げる方。

　※帯同者の名前を申込時、総括表に必ず記入願います。

10　表　　彰 　(1) 男女別、種目別、年齢別に上位３位まで賞状が贈られます。

　(2) すべての参加チーム対抗とし、６位までの団体に賞状が贈られます。（市町村対抗は行わない）

　(3) 優秀選手賞・・・・・男女各１名　計２名 を表彰する。

　(4) 表彰式は行いません。なお，優秀選手賞等は閉会式に授与いたします。

11　参加費および販売物

(1) 参加料　一人800円　　 

(2) 販売物　 

　　・プログラム １部　　　　　５００円（参加者は原則購入をお願いします。当日販売800円）

　　・ランキング １部　　　２，０００円（送料込）

   ＊参加料及び販売物代金は郵便振込のみとし、チーム名で振り込みをお願い致します。

   ＊現金書留、直接持参の方法では受け付けかねますのでご注意願います。

　※注意･･･お弁当の注文受付はおこないません。

12　申込規程 (1) 申込方法 

■ 市町村体育協会から申し込む場合

　　・所定の参加申込書､及び申込一覧表に必要事項を記入し､下記a,b,c,dを(財)岩手体育協会

　　 に郵送すること。また、参加料についても総則のとおり(財)岩手体育協会に送金すること。

■ 市町村体育協会以外から申し込む場合

　　・所定の参加申込書､及び申込一覧表に必要事項を記入し､下記a,b,c,dを下記大会事務局に

　 　 に郵送すること。また、参加料については現金書留又は郵便振込みで下記まで送金すること。

(2) 申込締切日 

　　・平成２４年７月６日（金）必着 （郵送物および振込みとも） ※期日厳守でお願いします。

13　特記事項 　(1) エントリータイムを記入する欄には、エントリー種目のベストタイムを必ず記入してください。

　(2) リレーオーダーの変更は大会当日、指定時間までに１回限り可能とします。

　　　但し、種目･年齢グループの変更は出来ません。
　(3) 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。

　(4) 申込受付後の種目の変更、キャンセル、返金等は一切受け付けませんのでご注意願います。

　(5) 本大会はホームページに競技結果を公開いたします。あらかじめご了承ください。

　　　［ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL；http://www9.plala.or.jp/Iwate-mastrs/］

14　個人情報の取り扱いについて 

　 申込書等に記載された個人情報につきましては、競技のプログラムやランキングの作成を含み競技 

　 運営を円滑に行うために必要なものだけに使用し、その他の目的には使用･提供は致しません。 

　 ホームページ、雑誌媒体等に大会競技結果を掲載いたしますので予めご了承ください。
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15　その他 　(1) 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。

　(2) 本大会中の事故等については本人の責任となります。健康チェック、体調維持、転倒事故防止、

　　　所持品の管理 など、チームからも参加者へ呼びかけてください。 

　(3) 円滑な大会運営を行うため、競技役員（計時又は折り返し）のご協力をお願いいたします。

　　　・参加選手数１０～１９名；競技役員１名

　　　・参加選手数２０～２９名；競技役員１～２名

　　　・参加選手数３０名以上；競技役員１～３名

　　　・400m自、800m自、1500m自に出場する選手は帯同役員の同伴をお願い致します。

　　　　帯同役員がいない場合は、同じ種目の他の組の計時を１回担当して頂きます。

　※競技役員協力者名を申込時、総括表に必ず記入願います。

　(4) 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。 

　(5) 写真やﾋﾞﾃﾞｵ撮影については､受付で撮影許可証を発行しますので必ず氏名等の記入をお願いします。

　(6) 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。

《申込必要書類》 　(1) 各市町村体育協会から申込む場合

　　　・申込先　　(財)岩手体育協会へ申込むこと。

　　　・a 参加申込書、b 申込一覧表、ｃ 個人申込書、ｄ 誓約書　（不足する場合はｺﾋﾟｰして使用すること）

　　　・参加料　　一人800円

　　　　なお、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､ﾗﾝｷﾝｸﾞ､お弁当の申込及び代金については下記の（2）の住所・口座にお願いします。

　(2) 各市町村体育協会以外から申込む場合

　　　・申込先　　岩手県水泳連盟　マスターズ委員会へ申込むこと。

　　　・a 参加申込書、b 申込一覧表、ｃ 個人申込書、ｄ 誓約書　（不足する場合はｺﾋﾟｰして使用すること）

　　　・参加料　　一人800円
　
　　　　〒020-0861　岩手県盛岡市仙北２丁目２０－７－３０３　  

　　　　 県民兼県マスターズ水泳競技大会 大会事務局　門口　雄  宛 

　　　　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 事務局） 

　　　　※通信欄には大会名「第62回岩手県民体育大会水泳競技大会」をご記入下さい。 

《お問い合わせ》     岩手県水泳連盟　マスターズ委員会   携帯 090-2796-4737 　TEL･FAX 019-635-0950
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