
第４３回中国マスターズ水泳競技大会

主 催  日本スイミングクラブ協会中国支部

主 管  日本スイミングクラブ協会中国支部事業企画委員会

公  認 一般社団法人 日本マスターズ水泳協会

公認番号  ２３―３０４

後  援  岡山県スポーツ協会  山陽新聞社

期 日 令和５年３月１９日（日）

会 場 児島マリンプール  公認プール（屋内 25m×8 レーン）

     倉敷市児島小川町３６９７－２   TEL（０８６）４７２―０１３３

参加資格

（１）（一社）日本マスターズ水泳協会へ大会申込日までに２０２３年のチーム登録を

完了したチームに所属している者

（２）（一社）日本マスターズ水泳協会へ登録していない者も出場できるが公認記録と

ならない。

（２）暦年齢（２０２３年１２月３１日現在の年齢）１８歳以上の健康な男女で定期的に

競泳の練習をしている者。

（３）高校生には参加資格はありません。

年齢区分

（１）個人種目は競技者の暦年齢（２０２３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

区分   18 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

年齢

18
↓

24

25
↓

29

30
↓

34

35
↓

39

40
↓

44

45
↓

49

50
↓

54

55
↓

59

60
↓

64

65
↓

69

70
↓

74

75
↓

79

80
↓

84

85
↓

89

90
↓

94

95
↓

99

100
↓

104
（２）リレー種目は競技者４名の暦年齢（２０２３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。

区分 119 120 160 200 240 280 320 360

年齢

119
以

下

120
↓

159

160
↓

199

200
↓

239

240
↓

279

280
↓

319

320
↓

359

360
↓

399

出場制限

（１）１人２種目以内とする（リレー種目を除く）

（２）リレー競技出場者は、必ず同一チームから個人種目に申し込みをしていること。

（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

ことはできない。



競技方法

（１）競技種目

25 50 100 200
自由形 ○ ○ ○ ○

背泳ぎ ○ ○ ○

平泳ぎ ○ ○ ○

バタフライ ○ ○ ○

個人メドレー ○

フリーリレー ○

メドレーリレー ○

※今大会は混合リレー種目を実施しません。

（２）競技方法

  １．一般社団法人日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則って行う。

２．男女別（混合をのぞく）、種目別、年齢別、タイムレース決勝とする。

  ３．年齢の高い者から低い者へ、申込記録の遅い者から速い者へと競技を行う。

競技順序

1 女子 4×25M メドレーリレー 18 男子 100M 平泳ぎ

2 男子 4×25M メドレーリレー 19 女子 100M バタフライ

3 女子 25M 自由形 20 男子 100M バタフライ

4 男子 25M 自由形 21 女子 100M 背泳ぎ

5 女子 25M 平泳ぎ 22 男子 100M 背泳ぎ

6 男子 25M 平泳ぎ 23 女子 50M 自由形

7 女子 25M バタフライ 24 男子 50M 自由形

8 男子 25M バタフライ 25 女子 50M 平泳ぎ

9 女子 25M 背泳ぎ 26 男子 50M 平泳ぎ

10 男子 25M 背泳ぎ 27 女子 50M バタフライ

11 女子 200M 自由形 28 男子 50M バタフライ

12 男子 200M 自由形 29 女子 50M 背泳ぎ

13 女子 100M 個人メドレー 30 男子 50M 背泳ぎ

14 男子 100M 個人メドレー 31 女子 4×25M フリーリレー

15 女子 100M 自由形 32 男子 4×25M フリーリレー

16 男子 100M 自由形

17 女子 100M 平泳ぎ

申込方法

（１） 大会指定の大会申込書：添付振込み領収書コピー（書式１）・個人種目申込書・誓約

書（書式２）・リレーオーダー用紙に必要事項を記載の上、チームごとに下記まで

送付してください。なお、申込受付後の種目の変更は認めません。

※リレーオーダー変更について

   リレーオーダーの変更は 1 回のみとします。後日、訂正用オーダー用紙を参加団体

に送付いたします。その用紙を使用して当日大会本部に提出してください。

   尚、エントリーした年齢区分の変更はできませんのでご注意ください。



（２）参 加 費   １名 3,500 円（個人種目 2 種目以内、プログラム含）

          リレー種目   2,000 円（１種目）

総合ランキング 2,000 円（１部）

（３）申込締切日 令和５年２月１９日（日）必着

（４）申込金振込先  下記の口座に参加費をお振込みください。

       中国銀行 総社支店 （普）２５４２６３０

          日本スイミングクラブ協会 中国支部 事業企画委員会 野田 直裕

（振込み手数料は各クラブ負担でお願いいたします）

（５）申込送付先 〒７５８－００６３ 山口県萩市大字山田東沖田４２８６

        太陽フィットネスクラブ萩内

          第４３回中国マスターズ水泳競技大会実行委員会

表 彰   

（１）参加者全員に（一社）日本マスターズ水泳協会公認記録証を授与する。

（２）ＦＩＮＡ承認水着を着用し、2022 年度マスターズ水泳日本記録を突破（タイ）した

個人およびリレーチームには、日本新記録樹立証を授与する。

（３）ＦＩＮＡ承認水着を着用し、国際水泳連盟（FINA）認定マスターズ水泳世界記録を

突破した個人およびリレーチームに世界記録突破証を授与し、その記録を FINA に

申請する。

（４）男女別、種目別、年齢区分別の 1 ～ 3 位までメダルを授与する。

問合せ先 太陽フィットネスクラブ萩 内

     中国マスターズ実行委員会事務局（担当 岡または山本修）

ＴＥＬ ０８３８－２５－５６５６

ＦＡＸ ０８３８－２５－５６３６

感染症対策について

（１） 参加者は主催者が実施する感染症対策をあらかじめ同意してお申込みください。

   ・館内では競技、アップ中以外は常時マスクを着用して行動し、声を出しての応援は

禁止とします。 また入館、招集時など手指の消毒をおこないます。

・競技日３日前より健康チェックシートに体温を記録し、当日も含め期間中に発熱の

症状がある場合は参加できません。その場合の参加費の返金は出来ません。

  ・控え場所は屋外になります。また館内（観覧席も含む）で食事は出来ません。

そ の 他   

（１）所属チームは参加申込の受付にあたって、本人に次の事項を確認するものとする。

  ・医師の健康診断または本人の自己申告に基づき、健康上異常がないこと。

  ・競技会当日より前１ヵ月の間、週１回以上の水泳練習を行っていること。

  ・競技会出場にあたって自己の体調に留意すること。

（２）大会の中止や中断について

・感染症や競技会開催が困難な社会情勢の場合は大会を中止もしくは中断することが

あります。

開催日に気象警報により競技会場が閉館になった場合は競技会を中止いたします。

中止の場合、種目費の返金は出来ません。プログラムは参加チームへ郵送し、総合

ランキング代は返金いたします。



（３）傷害保険適用範囲について

・競技中もしくは競技に関連するアリーナ内の重大な事故やケガは下記の保険金額内

で対応いたします。

・競技以外（アリーナ外）の怪我や事故、器物破損につきましては各自または

各チームで対応をお願いします。

実行委員会では応急処置のみおこないます。

死亡・後遺症傷害 １名 ３００万円

入院保険日額 １名 ３，０００円

通院保険日額 １名 ２，０００円

（４）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

個人情報をご提供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

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。

不要になったチームおよび個人情報書類は責任を持って破棄致します。

なお、競技結果をインターネット上に公開します。

委託会社：有限会社東洋電子システム


