第31回秋季東北マスターズ水泳競技大会実施要項
●新型コロナウイルス感染拡大防止により選手、役員関係者の皆様の安全確保を図るため、下
記のように実施します。
（１） 参加団体を A 区分・B 区分に分けて入替制で開催します。
【１３日（日）午前は A 区分チーム、午後は B 区分チームで競技を行う】
A 区分：チーム所在地が山形市および寒河江・西村山地区にある参加団体
B 区分：A 区分以外の山形県内参加団体および山形県外参加団体
（２） 無観客大会とします。
（３） 例年の実施種目を変更し、個人種目及びリレー種目の一部を実施しません。
（４） 参加料を変更します。参加選手はプログラムを申込時に全員購入とします。
（５） エントリー数は個人２種目以内（リレー種目を除く）とします。
（６） 参加者及び引率者全員から参加ルール確認書の提出をお願いします。
（７） 選手以外の引率監督・コーチ・マネージャーのプール施設内入場を２名以内に限定しま
す。 但し、競技役員として参加する監督、コーチ、マネージャーは別途入場可とします。
（８） 三密回避のため出場選手総数の制限を行っています。エントリーを取りまとめた結果、
制限数を超えた場合は参加者数の調整依頼や参加年齢制限を実施する場合があります。
また、大会日程の変更等により競技順序を大きく変えることも想定されますのであらか
じめご了承下さい。
（９） 新型コロナ感染拡大等の状況によっては、参加者制限、大会開催方法の変更、開催中止
等を行う場合があります。
（１０）選手は施設内で昼食が取ることができません。(レストランでの注文食事を除く)
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東北水泳連合
（一社）山形県水泳連盟
山形市水泳連盟
令和４年３月１３日（日）午前中の競技はA区分、午後はB区分チームで
競技を行う。
A 区分：チーム所在地が山形市および寒河江・西村山地区にある参加団体
B 区分：A 区分以外の山形県内参加団体および山形県外参加団体
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【B 区分の部】
７：３０
７：３０～８：３０
８：３０～
８：１５～８：３０
８：４５～
９：００～
１１：３０
１１：３０

入場
ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ
監督者会議
公式スタート練習
諸連絡
競技開始
競技終了

１２：３０
１２：３０～１３：３０
１３：３０～
１３：１５～１３：３０
１３：４５～
１４：００～
１６：３０（予定）

山形市総合スポーツセンター屋内プール（２５ｍプール）
山形市落合町１番地
℡０２３（６２５）２２８８
※水泳競技大会に参加される方は、野球場前のＰ4 駐車場をご利用ください。
（１）競技は(公財)日本水泳連盟競泳競技規則及び本大会実施要項により実施する。
（２）年齢区分は下記のとおりとする。

１９才以下 選手登録者を除く
２０～２４
２５～２９
３０～３４
４０～４４
４５～４９
５０～５４
６０～６４
６５～６９
７０～７４
８０～８４
８５～８９
９０～９４
※リレーは参加者の年齢合計で区分を定める。

３５～３９
５５～５９
７５～７９
９５～

【リレー区分】
21：１１９歳以下

31：混合１１９歳以下

22：１２０歳～１５９歳

32：混合１２０歳～１５９歳

23：１６０歳～１９９歳

33：混合１６０歳～１９９歳

24：２００歳～２３９歳

34：混合２００歳～２３９歳

25：２４０歳～２７９歳

35：混合２４０歳～２７９歳

26：２８０歳～３１９歳

36：混合２８０歳～３１９歳

27：３２０歳～３５９歳

37：混合３２０歳～３５９歳

28：３６０歳～

38：混合３６０歳～

（３）参加者の年齢区分は、令和３年１２月３１日現在の年齢とする。
プログラムには年齢を表示するので了承のうえ申込みのこと。
（４）全種目ともタイムレースで行う。
（５）出場人員により、年齢の別なく、同時に競技する場合がある。
◇ 競技種目 男女とも同じ。※リレー種目は同一クラブより２チーム以内の参加とする。
自由形
２５ｍ
５０ｍ
平泳ぎ
２５ｍ
５０ｍ
背泳ぎ
２５ｍ
５０ｍ
バタフライ
２５ｍ
５０ｍ
個人メドレー
１００ｍ
フリーリレー
４×５０ｍ ※女子のみ及び男子のみでの構成に限る。
メドレーリレー
４×５０ｍ ※混合のみに限る。
 競技順序
① 混合４×５０ｍメドレーリレー
⑫ 女子４×５０ｍフリーリレー
② 女子１００ｍ個人メドレー
⑬ 男子４×５０ｍフリーリレー
③ 男子１００ｍ個人メドレー
⑭ 女子２５ｍ背泳ぎ
④ 女子５０ｍ背泳ぎ
⑮ 男子２５ｍ背泳ぎ
⑤ 男子５０ｍ背泳ぎ
⑯ 女子２５ｍ平泳ぎ
⑥ 女子５０ｍ平泳ぎ
⑰ 男子２５ｍ平泳ぎ
⑦ 男子５０ｍ平泳ぎ
⑱ 女子２５ｍバタフライ
⑧ 女子５０ｍバタフライ
⑲ 男子２５ｍバタフライ
⑨ 男子５０ｍバタフライ
⑳ 女子２５ｍ自由形
⑩ 女子５０ｍ自由形
㉑ 男子２５ｍ自由形
⑪ 男子５０ｍ自由形
※A区分、B区分ともに同じ順で行う。
◇ 申込規定
（１）参加資格 ①健康な男女で定期的に競泳の練習をしている方
②各県・各地区水泳連盟及び各クラブの代表者から出場承認を受けた方
（２）制 限
①一人２種目以内（ただしリレーは除く）
②リレー種目には、同一選手は、リレー区分内で１区分のみ出場できる。
尚、リレー種目について第１泳者の記録は正式記録としては取り扱わない。
③混合リレーは男女それぞれ２名ずつで構成され、泳順は指定しない。
④医師の健康診断を受けていて、健康に異常がないこと。
⑤本人が少なくとも週１回以上定期的に水泳の練習をしていること。
⑥出場に際しては、本人が十分体調に留意し、健康維持に努めること。
⑦健康保険証を持参して、万一に備えること。

⑧マスターズスイミングの趣旨である、健康とレクリエーションの増進、また、参加者
相互間の親睦を図るという目的を十分に理解すること。
（３）申 込 金 ①個人１種目につき１，５００円 ②リレー１チームにつき３，０００円
③プログラム６００円（選手全員購入とする）
④速報は販売いたしません。今年度より「山形市水泳連盟」ホームページをご覧下さい。
（４）申込方法 ホームページ「山形市水泳連盟」
（ https://sites.google.com/view/ymgtcityswimfed/home ）
を開き、「6社会人・ﾏｽﾀｰｽﾞ」よりエントリーファイル（3mas.xlsx）をダウンロードし、
必要事項を入力、作成し下記のアドレスに申し込む。なお、リレーのみ参加する場合も
出場申込み一覧表に記入する。
【山形県水泳連盟ホームページ（http://yamagata-swim.com）からもエントリーファ
イルのダウンロード可能。】
※上記方法で作成困難な場合は、下記申込先までご連絡ください。
・申込先（大会事務局）
山形市水泳連盟普及委員会 大沼 直和 宛
〒990-0801 山形県山形市天神町48 有限会社ダイテック内
TEL 023-684-1241
FAX 023-684-1604
携帯 090-9035-9475
・メールアドレス n-oonuma@limdaitech.co.jp
・送金方法 山形銀行
支店名：立谷川支店
店番：107
口座番号 716715
預金種目：普通預金
山形市水泳連盟 普及委員会 代表 大沼直和
（５）申込締切 令和４年２月１５日（火）必着 ※厳守願います。
理由なく送金のない場合はエントリーできない。
（６）申込確認 ２月２５日（金）～２月２６日（土）の間、山形市水泳連盟のホームページでエントリ
ー内容を確認することができる。訂正がある場合は ２月２７日（日）までにメールま
たはFAXで上記申込先へ送信すること。
◇ 表
彰
①優秀選手賞・敢闘賞候補者を原則選手３人以上参加のチームより申込時に推薦を受け
（2人以下のチームでも参加回数が多く日頃から熱心である等自薦に自信がある場合
は推薦可）、競技会終了後に最優秀選手賞を含め主催者で選考のうえ後日にHP上で
発表し表彰楯、トロフィーをチーム宛に配送する。これまでの受賞者は対象外とする。
推薦者全員が受賞できるとは限らない。
②A区分、B区分を総合して上位３位まで賞状を、参加者全員に記録証を与える。賞状、
記録証は後日チーム宛に配送する。
◇ 監督者会議
A区分午前８時３０分、B区分午後１時３０分より招集席にて行う。
◇ そ の 他
・プログラムは今年度より出場選手分の事前購入とする。（参加クラブへは選手人数に応
じ１～２冊追加で無料配布する｡）
・競技結果の張り出しは行わない。競技結果速報サービス
（https://tohokuswim.net/sokuhou/yamagata/S_select.php）でご確認ください。
・会場への入り口は、センター正面玄関とする。プール出入口は開場直後には開放しない。
・選手以外のチーム引率者のプール施設への入場を２名以内に限定する。但し、競技役員
として参加する監督及びコーチ、マネージャーは別途入場可とするのでチーム引率者と
合わせて別添申し込み一覧表に氏名を記入のこと。
・控え席として、センター廊下は安全管理上使用できない。プールサイド、プール２階廊
下・研修室及び遠くなるが、センター２階大会議室をご利用ください。
・申込書等の個人情報・肖像権の取扱いは、日本水泳連盟が示した「公式競技会及び公認
競技会における個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて」に沿って対応する。
※前日練習会について
３月１２日（土）午後４時００分～午後５時３０分まで練習会を開催します。
参加希望チームは参加者名簿を添付の上ＦＡＸにて３月９日
（水）
までに大会事務局に申し込み下さい。
当日の練習時、事故・怪我防止の観点より各チームの監督・担当者等の方の帯同を必ずお願いします。

第31回秋季東北マスターズ水泳競技大会
「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点及び参加条件」（重要）

主催者として本競技会の開催にあたり、スイマーの皆様が健康で安心して泳げる環境をつくることに全力を
挙げて取り組みたいと考えております。競技会の安全な開催には、出場される皆様、チーム関係者の皆様、そ
して競技役員の一人一人の協力が不可欠であり、これまで以上のルールとマナーの遵守が求められる競技会と
して運営していく必要があります。
今後も持続可能なマスターズ水泳の競技会を開催していくにあたり、本競技会における以下の参加条件を必
ず満たしていることをご確認の上、参加申し込みをいただきますようお願いいたします。
 参加条件
下記の（１）～（３）の事項を確認・承諾の上でお申込みいただきます。
(1) ワクチン接種（２回以上）完了者またはPCR検査や抗原検査で陰性を確認していること。接種証明書類
や陰性証明書の提出は不要とするが、参加ルール確認書にチェックしてください。
２回目接種を完了している方
ワクチン接種については、２月末日までに２回目接種を完了していること。
ワクチン接種が完了していない方および未接種の方
PCR検査は３月１０日、抗原検査は３月１２日以降に検査を行い陰性が確認されていること。
(2) 下記の方は入場及び競技会出場ができません。
★大会直前14日間において以下の事項に該当する方
・平熱を超える発熱 ・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がある。
・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難）がある。
・臭覚や味覚の異常がある。
・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状がある。
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航ま
たは当該在住者との濃厚接触がある。
・大会参加ルール確認書の未提出者。
・当日の体調不良者及び入館時の体温が37.5度以上ある。
(3) 以下の注意事項が順守できること。
・入水時以外は不織布マスクを着用し、咳エチケットを行うこと。（競技時を除き原則不織布マスク
を着用）
・こまめな手洗い（30秒以上）、手指の消毒を確実に実施。
・手洗い時のマイタオルを持参する。（貸し借り禁止）
・飲み物の共用は行わない。
・大声での会話及び応援を控えること。
・びん缶、ペットボトルを含め、ごみは各自持ち帰る。※特に鼻水、唾液のついたごみ、使用済みマ
スク等は密閉し持ち帰ること。
・主催者の感染防止のための措置の遵守並びに指示に従うこと。
・大会後、2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は本連盟に速やかに濃厚接触者の
有無等について報告すること。
 連絡事項
(1) 観戦
参加選手及びチーム引率者以外の方の入場はできません。（無観客）
(2) 開・閉会式及び表彰等
・集合しての実施は致しませんが、会長挨拶、競技上の注意、連絡・指示事項を放送で行います。
・大会当日の表彰は行わず、記録証、賞状、楯、トロフィー等は後日チーム宛に配送します。

(3) 招集所
・選手間の身体的距離を開けること。（1メートル以上）
・選手間の会話を極力慎むこと。
・招集所へは3レース前を目途に集合すること。（極端に早く集まり、密集しない）
・各チームに選手数に応じた着替えを入れるビニール袋を配布します。油性マジック等で選手名を記
載し、招集所に携行して下さい。（各チームで油性マジックも準備のこと）
(4) 着替え
・指定された場所にて短時間で行うこと。
・着替え時の会話は控えること。
・原則、不織布マスクを着用したまま行うこと。
(5) ウォーミングアップ
・1つのレーンに多くの選手が入らないこと。（前泳者と2メートル以上の間隔をあける。）
・コースエンドで選手の密集、会話は控えること。
・スタート練習時は、1メートル以上選手間の間隔をあけること。
・接触して補助が必要な練習は禁止する。
・パドルの使用を禁止する。
・指導者も不織布マスクを着用すること。
(6) 選手控え場所
・各チームでも密にならないように工夫して下さい。（大会議室を控え場所で提供）
・できるだけ対面にならない配置とスペースの確保に努める。
・接触を伴うマッサージやパートナーストレッチなどは禁止する。
・各チームでアルコール消毒液を準備し、共用の場所へ移動した際は手指の消毒を行うこと。
(7) 食事等
現在、山形市スポーツセンター施設内では、レストラン以外での会場敷地内における食事が禁止さ
れています。（事前に許可を受けた競技役員等の昼食場所を除く。）水分補給等を除き食事ができま
せんので、午後開始の区分のチームは食事を済ませて入場するなどの工夫をお願いします。
(8) その他
・自分のレース終了後については、順次ご退場願います。（密回避のため）
・参加選手及び各チーム引率者に入場許可証を事前に発行するため、来場者は各自カードホルダーを
準備し、周囲から見えるように提示して入場して下さい。
・大会運営は、（一社）山形県水泳連盟「主催大会における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイド
ライン」に基づいて行います。
・競技結果の張り出しは行いません。競技結果速報サービスでご確認ください。
・新型コロナ感染拡大等の状況によっては、参加者制限、大会開催方法の変更、開催中止等を行う場
合があります。また、参加選手のエントリー状況により、参加者数の調整依頼や参加年齢制限、大会
日程の変更等を行う場合があります。
・新型コロナウィルス感染症拡大等によりエントリー後に大会開催中止となった場合には参加料・プ
ログラム代を返金します。宿泊費・交通費等に対する補償は行いません。また、各参加チームの判断
によりチーム全体で参加を取りやめた場合に限り参加料を返金しますが、プログラム代は返金しませ
ん。（各個人の判断で取りやめた場合については対応できかねますのでご了承ください。）
・その他、必要事項がある場合は申し込み手続き完了後に別途通知します。
・本内容に記載のない事項については、大会本部及び施設管理者の指示に従ってください。
・政府及び関係自治体及び機関が示す各段階に応じた要請や指針等によって本内容を変更し運用を行
う場合があります。その際は指示に従っていただきます。

（一社）山形県水泳連盟 宛

第 31 回秋季東北マスターズ水泳競技大会参加ルール確認書
（大会実施日に提出必須）
※以下の項目を確認し、□欄に☑を入れて提出下さい。
①入館前２週間において以下の事項に該当する事項がない事。
・平熱を超える発熱 ・咳（せき）
、のどの痛みなどの風邪の症状
・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難）
・臭覚や味覚の異常
・体が重たく感じる、疲れやすい等の症状
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または
当該在住者との濃厚接触がある。
②マスクを着用し、咳エチケットを行う事。
③こまめな手洗い（30 秒以上）
、手指の消毒の確実な実施。
④手洗い時のマイタオルを持参する。
（貸し借り禁止）
⑤飲食時は対面にならないよう注意し、飲み物の共用は絶対に行わない。
⑥会場内での身体的距離の確保をおこなうこと。
⑦大声での会話及び応援を控えること。
⑧びん缶、ペットボトルを含め、ごみは各自持ち帰る。※特に鼻水、唾液のついたごみ、使用済みマスク等
は密閉し持ち帰ること。
⑨その他の事項について、主催者及び施設管理者の感染防止のための措置の遵守並びに指示に従うこと。
⑩退館後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は本連盟に速やかに濃厚接触者の有無等
について報告すること。
⑪2 回目の新型コロナウイルスワクチン接種が 2 月末日までに完了している。もしくはワクチン未完了又は
未接種の場合、PCR 検査は 3 月 10 日、抗原検査は 3 月 12 日以降に検査を行い陰性が確認されている。
上記すべてに当てはまるとき☑ください。

□ 私は、上記の事項について十分に理解し、ルールを遵守し大会に参加致します。
検温日時（当日朝）
月
いずれかに☑
□役員関係者

日

時

□選 手

結果

分

主催者使用欄
（チェック）

℃

□指導者（コーチ） □その他（マスコミ他）

【大会参加同意書】
 大会に参加するにあたり、主催者及び施設が定めた感染防止対策に同意し、また、主催者が万全の対策を
行うも、感染リスクを完全に排除することは困難であることを十分理解し、個人の責任において大会に参加
します。
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、万が一会場内から感染者が発症した場合には、保健所等の公的
機関へ記入された内容の情報提供する場合があり、それを了承します。
 大会終了後に自分の感染が判明した場合には、速やかに所属団体及び大会事務局へ連絡します。
以上の件について 同意します
令和

年

月

日

所属名
住所
緊急連絡先電話番号
氏名
署名の場合は押印省略可

※本書は個人情報保護法にもとづき、大会運営上の確認以外の目的で使用することはありません.

