
 

第８回あいちウインターマスターズ水泳競技大会 

兼 第３４回ねんりんピック愛知県代表選考会 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

    

    主    催：   一般社団法人 愛知水泳連盟                                                                                                        

    後    援：   公益財団法人 春日井市スポーツ・ふれあい財団                                                           

    協    賛：   デサントジャパン株式会社                                                              

    公    認：   一般社団法人 日本マスターズ水泳協会（No22-107）                                                            

    期    日：   ２０２２年２月１１日（金・祝）  

    会    場：   サンフロッグ春日井 

                〒４８６−０８０４ 春日井市鷹来町４２８６ 

                ５０メートル×８レーン（日水連公認：再５５５４） 

 



 
申込み時の注意事項（よくお読みください） 

 
 

       開催日が 2022 年となりますので、暦年齢の間違いやチームおよび個人の登録が未登録の場合は受付 

    けることができません。 

       (1) お申込みをする前に、必ず協会に 2022 年のチーム及び個人の登録を完了してください。 

          登録されていない場合は受付できません。（100 歳登録者は継続登録を完了してください）  

       (2) 登録とは（一社）日本マスターズ水泳協会から登録確認書が届いた時点で完了となります。 

          登録には 1 週間程度かかり、不備があると完了が遅れますので注意してください。 

       (3) 出場される方は、誓約書・大会要項を理解した上でお申込みください。 

       (4) 締切日以降の種目変更・キャンセルはできません。（返金もできません） 

    

    ★ 締切日：2021 年 12 月 16 日（木）   

       ☆ ただし、エントリー人数６００名に達した時点で申込みを締切ます。 

☆ 締切後に届いた申込金は返金させていただきますが、申込み時の振込手数料は返金できない事を 

   予めご承知ください。（申込は登録完了日から受付けます） 

    

    ★ 申込書類の確認（全て同封の用紙をご使用ください）  

① 大会申込書（書式 1）  

人数、種目数、金額、責任者印などを確認してください。     

② 個人種目申込書[コピーしてお使いください](書式 2) 

1 人 1 枚ずつ記入してください。その際エントリー種目の No.に○印をつけてください。 

エントリータイムの記入（男女別欄の確認）、誓約事項の署名・捺印（拇印、電子印は不可） 

誓約事項の署名は開催要項・誓約書内容を本人が確認の上、自署でお願いします。 

       ③ エントリーチェック用紙と振込証明書のコピーを貼付してください。（書式３） 

          （個人名では受付けられませんので、登録番号６桁とチーム名にてお振込ください。） 

       今大会は（一社）日本マスターズ水泳協会の個人申込書・出場申込一覧表は必要ありません。 

   ④ 出場申告用紙 [必要のある方のみ](書式４)  

 

    ★ 申込みの無効について 

 申込みの際、申込日までに登録できていない、所属チーム以外からの申込み、（一社）日本マスターズ 

 水泳協会登録 ID・年齢・チーム名などに間違いがある、エントリータイムが未記入、申込書が届いてい 

 ても入金が確認できない場合などは受付できません。その際、申込みは無効となりますが返金はさせて 

 いただきます。  

 尚、返金の振込手数料は申込みチームの負担とさせていただきます。 

 また、大会当日健康チェックシートの未記入および未提出の場合は出場ができず、申込み費用の返金 

 もできません。 

            ※ 会場への入場は、当日の競技種目出場者ならびに同出場者の所属する責任者に限ります。 

付添者・応援者は入場できません。（介助が必要な場合を除く）     

          

              以上をご確認のうえお申込みいただきますようお願いします 



 １・参加資格       

      (1) 今大会はすべてのチームを対象とし先着６００名とさせていただきます。 

      (2) 本大会への申込み日までに（一社）日本マスターズ水泳協会へ、2022 年のチーム及び個人登録を完 

         了した方。（完了していないと申込みできません）  

      (3) 高校生を除く暦年齢 18 歳以上の健康な方。    

      (4) 参加選手が安全管理・健康管理を本人の責任において行い、参加することを条件とし参加選手が承諾 

       したうえでお申込みください。   

      (5) 参加者が７名以上のチームは競技役員を１名以上派遣することが参加資格条件となります。６名以下の 

         チームでもご協力いただける場合はお願いします。 

      (6) 本大会にエントリーする方は、本要項の記載内容を了解していただいた方とします。 

      (7) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための注意点および参加条件を必ず確認し順守願います。 

  

 ２・競技種目   （男女とも） 

          (1)個人種目    自 由 形      50ｍ   100ｍ   200ｍ   

            背 泳 ぎ      50ｍ   100ｍ  

            平 泳 ぎ      50ｍ   100ｍ  

            バタフライ      50ｍ   100ｍ  

             個人メドレー                     200ｍ  

       

 ３・競技順序  （女子→男子の順）    

  

女子 男子 

1          200m 自由形 2           200m 自由形 

3 50m 自由形 4 50m 自由形 

5 50m 平泳ぎ 6 50m 平泳ぎ 

7 50m 背泳ぎ 8 50m 背泳ぎ 

9   50m バタフライ 10            50m バタフライ 

11    200m 個人メドレー 12           200m 個人メドレー 

13          100m 自由形 14           100m 自由形 

15          100m 平泳ぎ 16           100m 平泳ぎ 

17          100m 背泳ぎ 18           100m 背泳ぎ 

19          100m バタフライ 20           100m バタフライ 

   

４・年齢区分      

 

個人種目       （暦年齢とします・2022 年 12 月 31 日現在の年齢） 

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

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

䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 䣢 年齢 

24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 

      以降同様に５歳ごと    

 



 ５・競技方法        

    ⑴ 2022 年(一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則り行います。 

    ⑵ 男女別、年齢区分別で高年齢から低年齢へ、エントリータイムの遅い組から速い組への順に行います。 

         ただし、100ｍ種目及び 200ｍ種目は競技時間を短縮するため、年齢区分に関係なく、タイムの遅い人 

       から速い人の順で進めます。  

   

 ６・種目制限       

    ⑴  個人種目 1 人 2 種目とします。   

    (2)  エントリー締切後の個人種目変更及び年齢区分の変更はできません。 

     

 7・表   彰 

    (1)  各種目の年齢区分ごとに、個人種目上位３位までにメダルを授与します。 

     (2)  FINA 承認水着を着用し、本年度マスターズ水泳日本記録（長水路）を樹立した選手には日本新記録証を 

         授与します。 

   (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樹立した選手には世界 

       新記録証を授与します。 

       日本記録・世界記録の公認には、FINA 承認水着の着用が必要です。また、日本記録・世界記録樹立は 

       泳者の生年月日を証明する書類のコピーが必要になりますのでご用意ください。[水着の規定は（一社）日 

       本マスターズ水泳協会ホームページで確認ください] 

      ★世界記録樹立者：パスポート、住民票などのコピー 

      ★日本記録樹立者：パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、住民票などのコピー        

      尚、過去に日本記録・世界記録を樹立し、（一社）日本マスターズ水泳協会への提出履歴のある方は不要 

     です。 

     (4)  本大会記録を樹立した選手には、大会新記録証を授与します。 

   

  8・エントリー 

    (1)  大会開催要項に添付されている「第８回あいちウインターマスターズ水泳競技大会申込書」 「個人種目 

       申込書・誓約書」に必要事項を記入し振込証明証のコピーをエントリーチェックリスト所定欄に貼付して 

         お送りください。 

       「個人種目申込書」には必ず登録者シールを貼付し出場種目のプログラム No.に○を付け、エントリー 

       タイムをご記入してください。 

       また、女子は左、男子は右の欄を間違えのないようにご注意してください。 

    (2)  （一社）日本マスターズ水泳協会の 2022 年登録を完了してからお申込みください。 

         ★ （一社）日本マスターズ水泳協会の登録については協会ホームページなどでご確認してください。 

         ★ 登録を完了する前にお申込みされたチームには受付期間内の申込みでも無効とさせていただきます。 

     (3) エントリー料 

        個人種目      １種目    1,500 円          プログラム   １部   1,000 円 

★ エントリー料は銀行振込で、申込書類は郵送でお申込みください。 

★ お振込の際にはチーム名の前に必ずチーム ID 番号を入力（記載）してください。 

★ 個人名での振込はご遠慮ください。 

    (4) 締切日：2021 年 12 月 16 日（木） 【申込は登録完了日から受付ます】 

         ただし、エントリー人数６００名に達した時点で申込みを締切ます。 



  9・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) 参加するチームは出場選手に次のことを確かめていただき、ご本人が個人種目申込書にある誓約事項 

       に署名・捺印してください。 

① 医師の健康診断に基づき健康管理に十分配慮し良好な健康状態で本大会に出場してください 

② 大会期間中、大会医務委員より出場停止の勧告があった場合はその指示に従ってください 

③ 本大会の出場にあたり定期的に週１回以上の水泳練習を行っています 

④ 大会期間中の事故については自己責任において処理し、主催者側の責任を問いません 

※ 大会開催中は医師・看護師が常駐し応急処置はいたします。 

※ 万一のため健康保険証をお持ちください。 

※ 体調が思わしくない場合は出場を取りやめてください。 

     (3) 競技会当日、入場時に別紙の健康チェックシートの提出をお願いします。 

  

  10・ID カードについて 

     今大会は ID カードを使用します。入場時・招集時およびメダル受渡しなど本人確認のため ID カードが必 

     要となります。ID カードは大会開催日１０日前までにチーム責任者宛に送付いたしますので、チーム責任 

     者は必ず出場者にお渡しいただき常に携行するようお伝えください。 

     ID カードの提示なき場合は入場および出場することができません。 

 

11・競技役員の協力について 

   参加者が７名以上のチームは競技役員を１名以上派遣することが参加資格条件となります。 

   ６名以下のチームでもご協力いただける場合はお願いします。 

 

12・申告が必要な方について   

  (1) マスターズ水泳は健常者の競技規則のため障がいにより泳法違反になる可能性のある方が、事前申請 

     なしに出場されますと失格になる場合があります。 

  (2) 大会へのエントリー時にチーム名・氏名・年齢・出場種目・障がいの状況についてチーム責任者が用紙 

      （書式４）に記載し事前申請してください。 

     また、障がいなどにより招集後も競技出場のため介助者の同行もしくは補助具（車いす・杖など）を使用 

     する方も申告が必要です。 

  (3) スタートの介助はできません（水中に一緒に入ることは不可）ので役員の指示に従って介助してください。 

 

13・その他  

  (1) 記録証は（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページよりダウンロードしてください。 

  (2) 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当日の検温および健康チェックシートの提出が参加条件となりま 

      す。 

  (3) 大会の詳細につきまして二次要項は開催日の１０日前までに（一社）愛知水泳連盟ホームページにて公 

    表いたします。また、送付を希望されたチームにはご発送いたします。 

  (4) 駐車場は春日井市民病院の駐車場をご利用ください。 

     (5) 個人情報の取り扱いについて、申込書などに記載された個人情報につきましては競技会のプログラムお 

      よびランキング作成を含み、競技会運営を円滑に行うために必要な事項ならびに水泳専門誌の取材のみ 

      に使用しその他の目的には使用提供はいたしません。 



      尚、競技結果をインターネット上に公開しますので、予めご承知おきいただきお申込みください。 

                      【委託業者：（有）東洋電子システム】 

    (6) 施設の使用規則によりゴミは参加チームで処理し、持ち帰ることとなりますのでゴミ袋を持参していただ 

      きチームのゴミは全て持ち帰るようお願いします。 

     (7) 上位３位までに入賞された選手のメダルの受取は当日限りです。受取のできない方は着払いにてお送り 

      しますので受付で手続きを行ってください。 

     (8) 大会当日、社会情勢ならびに天変地異により大会が中止になった場合は、プログラム（申込分）はチーム 

      へお渡ししますが、申込金の返金はできませんのでご了承ください。 

     (9) 公式スタート練習は行いません。また、飛込練習のできるレーンもありませんのでご注意ください。 

   (10) ウォーミングアップは全てのレーンで一方通行となりますのでご注意ください。 

 

 

 

       ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 申込先・問合せ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

              〒464-8691      名古屋市千種区・千種郵便局私書箱第２５号 

                             一般社団法人愛知水泳連盟事務局 

                             TEL: 052(757)5057      FAX:052(757)5056 

                               E-mail : masters-swim@aichisuiren.jp 

                            申込締切日 ２０２１年 12 月 16 日（木） 

                            エントリー人数６００名に達した時点にて申し込みを締切ます。 

                

                 振込先       エントリー料は銀行振込のみとさせていただきます 

 

              【 銀行名 】     三菱 UFJ 銀行   名古屋営業部 

       

             【口座番号】     普通 0600789 

                             ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｱｲﾁｽｲｴｲﾚﾝﾒｲ   ｶｲﾁｮｳ  ﾐﾉﾜﾀﾞ  ｱｷﾗ 

              【 口座名 】     「一般社団法人愛知水泳連盟  会長 箕輪田 晃」 

 

                  ★ チェックリストに振込証明書のコピーを貼付してください。 

                  ★ 振込証明書は必ずチーム登録 No.・チーム名で入力してください。 

         

            ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

        本大会は２０２２年に神奈川県で開催される「第３４回ねんりんピックかながわ大会」の愛知県 

        代表選考会を兼ねます。愛知県に在住し名古屋市以外の６０歳以上の方でマスターズ水泳世界記 

        録に近い方から女子４名と男子４名を選考します。ただし、５歳ごとの各年齢区分に２回しか出場する 

        ことができませんのでご注意ください。 

      ねんりんピックふれあいスポーツ交流水泳大会の開催は神奈川県相模原市にて行われます。  


