
第２８回全九州マスターズスイミングフェスティバル開催要項 
【第９９回 日本ＳＣ協会九州支部マスターズスイミングフェスティバル】 

 

主  催  日本スイミングクラブ協会九州支部 

主  管  日本スイミングクラブ協会九州支部 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  ２１－１２８ 

日  時  ２０２１年９月１２日（日）  午前７：４５開場・午前９：００競技開始予定 

会  場  福岡市立総合西市民プール（ ２５ｍ×１０レーン ） 

      〒819-0046 福岡市西区西の丘 1-4-1  TEL 092-885-0124 

後  援  福岡県水泳連盟・福岡水泳協会・福岡市 

 

１．参加資格 

 

１）一般社団法人日本マスターズ水泳協会に、大会申込締切日までに、２０２１年度登録をした

チーム及び個人とする。 

２）暦年齢１８歳以上（ 高校生は除く ）の健康な男女で、定期的（ 週１回以上 ）に練習をして

いる者。かつ大会当日ベストコンディションで出場できる者。 

なお、スイミングクラブのコーチで定期的に練習をしている者の出場を認める。 

※上記の１）・２）ともに該当していること。 

 

２．競技種目（ 男女共通 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※混合リレーは男女（２：２）とする。 

種              目 距     離 

自      由      形  ２５    ５０    １００    ２００ 

背      泳      ぎ  ２５    ５０    １００ 

平      泳      ぎ  ２５    ５０    １００ 

バ タ フ ラ イ  ２５    ５０    １００ 

個 人 メ ド レ ー  ２５    ５０    １００    ２００ 

メ ド レ ー リ レ ー              ４×２５ 

フ リ ー リ レ ー              ４×２５ 

混合メドレーリレー              ４×２５ 

混合フリーリレー              ４×２５ 



３．競技順序（ 競技は女子、男子の順で年齢区分の高い順から行なう ） 

 

１）  ２００ｍ 個人メドレー 

２）  ２００ｍ 自由形 

３）４×２５ｍ メドレーリレー 

４）５０ｍ 自由形 

５）５０ｍ 平泳ぎ 

６）５０ｍ バタフライ 

７）５０ｍ 背泳ぎ 

８）４×２５ｍ 混合メドレーリレー 

１０）  １００ｍ 個人メドレー 

 

１０）   ２５ｍ 自由形 

１１）   ２５ｍ 平泳ぎ 

１２）   ２５ｍ バタフライ 

１３）   ２５ｍ 背泳ぎ 

１４） ４×２５ｍ 混合フリーリレー 

１５）  １００ｍ 自由形 

１６）  １００ｍ 平泳ぎ 

１７）  １００ｍ バタフライ 

１８）  １００ｍ 背泳ぎ 

１９） ４×２５ｍ フリーリレー 

 

※エントリーの結果、プログラムの順序が一部変更になることがありますので、ご了承下さい。 

（１組の人数が少ないとき、２組まとめてレースを行なう等） 

※２００ｍ以上の個人種目に関しては、年齢に関係なくエントリータイム順に従って行います。 

 

 

４．種目制限 

 

１）個人種目は、１人２種目以内とする 

２）リレー種目の出場者は必ず個人種目にエントリーをした者であり、エントリーをしたチーム 

の出場者に限る。また、個人は同一リレー種目に複数の年齢区分から出場することはできな

い。 

 

 

５．申込方法 ※ＷＥＢ申し込みのみ 

 

１）ホームページからの申込み方法 

①日本マスターズ水泳協会のホームページから会員ログインし、【大会申し込み】から実施。 

②申し込みの際、事前に指定の方法・口座へ申込料を入金し、入金完了日を記入すること。 

なお、入金完了日は支払日ではなく、扱い日（休日に払った場合は翌営業日）とすること。 

③申請完了後【申請完了メール】が登録アドレスに届きます。 

 

２）申し込み料ほか 

    ・個人種目料 ： １種目１,８００円 

    ・団体種目料 ： １種目２,８００円 

    ・プログラム代 ： １冊１,０００円  ※大会当日の販売はありません。ご注意ください。 

    ・ランキング代 ： １冊２,０００円 

 

 

 



３）振込先 ※入金方法は銀行振込のみ 

  ・銀 行 名：西日本シティ銀行 六本松支店 

    ・口座番号：（普）１０７２１０３ 

    ・口 座 名：全九州マスターズスイミングフェスティバル 事務局 髙橋雄一 

※振込依頼人は必ずチームＮＯを先頭に入力してください。 

＜例＞ ４０００３８ フクオカスイミングクラブ 

（チーム名は途中で切れて構いません） 

 

４）申込期間 

２０２１年７月１５日(木)９時 から ２０２１年８月６日(金)１２時まで 

 

 

６．会場について 

 

１）会場への案内、交通機関は大会要項ウラ表紙に記載してあります。 

 

２）大会当日は駐車場開門７：００・会場開門７：４５の予定です。 

  ※本年は、新型コロナウイルス感染対策の一環として入場抽選は行いません。各チーム待機

場所の指定をさせていただきます。ご了承ください。 

   なお、入場方法や待機場所につきましては大会申し込み締切後、第２要項にてお知らせい

たします。 

 

３）駐車場については福岡会場事務局発行の駐車許可証のある車のみしか駐車できません。スク 

ールバス等で乗り合わせてお越し頂く計画を立てて下さい。 

 

※上記の件も含み詳細につきましては、同封の“駐車場について”を必ずお読み下さい。 

 

 

７．宿泊・弁当について 

 

東武トップツアーズ㈱が行ないます。必要な個人、団体は直接お申込みください。 

 

◎ 東武トップツアーズ株式会社 担当：渡島（ ワタシマ ） 

〒８０１－０８３４ 福岡県北九州市門司区本町１－５Port Moji壱番館５Ｆ 

              ℡：０９３－３２１－４００２ 

 

 

８．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下さい。 

  ２）各チームは所属する参加者について次のことを確かめて下さい。 

  ａ．医師の健康診断または本人の自己申告に基づいて健康に異常がないこと。 

    ｂ．競技会当日より前一ヶ月間、週一回以上の水泳練習を行っていること。 

    ｃ．会場における事故等については、全て参加者側において処置すること。 

３）大会当日、大会医務委員（医師・看護師）より出場停止が勧告された場合は、その指示に従

ってください。 

 ４）大会当日まで健康チェックシートのご記入を忘れないようにお願いします。 



９．個人情報ならびに肖像の取り扱いについて 

 

 本大会にあたり取得した個人情報ならびに肖像の取り扱いについては以下のとおりとする。 

１）個人情報 

    ・プログラム、ランキング作成を含む競技会運営に使用する。 

    ・競技結果としてホームページ、ニュース等の媒体に掲載する。 

２）肖像 

    ・大会報告としてホームページ、ニュース等の媒体に使用する。 

    ・マスターズ水泳の普及活動のために各種媒体に使用する。 

・大会主催者が定めた撮影者によって撮影されたすべての映像は日本マスターズ水泳協会に 

帰属する。 

 

 

10．その他 

 

  １）第２要項発送先はＷｅｂで入力された責任者および、住所となります。 

  ２）大会当日は新型コロナウイルス感染対策の一環として物販販売はありません。特にプログラ 

ムが必要な方は必ず予約をしてください。 

  ３）大会当日の詳細（アップ・招集・待機場所など）につきましては第２要項にてお伝えします。 

  ４）大会当日に健康チェックシートの提出をお願いいたします。提出がない方は入場および、出 

場出来ませんのでご了承ください。 

  ５）新型コロナウイルス感染対策の一環として、個人種目及び、リレー種目の年齢区分別上位３ 

名（チーム）へのメダル授与・最優秀選手賞・優秀選手賞・ベストマスターズ特別賞の表彰 

はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会についてのご質問は・・・ 

◎ 大会事務局 福岡スイミングクラブへ  ＦＡＸ：０９２－８４５－２０６１ 

※お問い合わせ等はチーム責任者がＦＡＸにてお願いします。 

新型コロナウイルス感染状況および、社会情勢により、開催の中止や入場方法・選手

待機場所・招集方法など変更の可能性があることをご了承の上お申込みください。 

詳細につきましては、第２要項にて詳しくお知らせいたします。 

 



令和３年７月吉日 

申込み責任者 様 

全九州マスターズスイミングフェスティバル 

大会事務局 

 

全九州マスターズスイミングフェスティバル駐車場についてのお願い 

 

皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

全九州マスターズスイミングフェスティバルにつきましては毎年駐車場が不足し、皆様にご不自

由、ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。会場となります福岡市立総合西市民プール周辺は住

宅が建て込み、臨時駐車場として借用できるスペースが全く無くなりました。その為、出場選手及び

観客の皆様の迷惑駐車・違法駐車が多発し地元町内会や警察から大規模大会の開催中止の声が

上がっています。もし、今大会でもこれまで通りの状況であれば、福岡市立総合西市民プールの借

用は困難になり、大会開催も危ぶまれる事態になりかねません。従いまして次の方法を取りたいと

思いますので、選手の皆様、観客の皆様に連絡の徹底をお願いいたします。 

 

①駐車スペースは乗用車１００台程度となります。この約１００台分の駐車許可証を作成し、

許可証の申込みがあったチームに対して１台分の許可証を配布します。 

Ｗｅｂ申し込みの際、備考欄に入力してください。 

 

例 ＞    乗用車１台   スクールバス１台 

 

 後日ご連絡頂いてもお渡し出来る許可証はご用意しておりませんので、ご注意ください。 

②観客用の駐車スペースはありませんので公共の交通機関をご利用ください。 

③駐車場開門は７時３０分となっておりますが、開門前に路上に何台もの車が並ばれますと、

一般車輌の通行が大変危険です。開門前は路上に並ばないようにお願いいたします。 

④違法駐車により警察に摘発された場合、大会事務局は責任を負いかねますのでご了承

ください。 

 

以上、来年からも福岡市立総合西市民プールで全九州マスターズスイミングフェスティバルが開催

できますよう、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 



新型コロナウイルス感染防止対策のための注意点および参加条件 

 

本大会では、新型コロナウイルス感染防止対策のため、これまでとは異なる運営となる事項が多

数あります。主催団体として本大会の開催にあたり、スイマーの皆様が健康で安心して泳げる環

境を作ることに全力で取り組みますが、安全な大会の開催には、選手・チーム責任者・競技役員

の皆様のご協力が不可欠であり、これまで以上にルールの理解とマナー厳守が求められるものと

なります。 

今後、他の競技会を継続的に開催していくためにも、感染者を出すことは絶対に避けなければな

りません。参加される全ての皆様が記載内容を必ずご確認の上、ご協力いただきますようお願い

申し上げます。 

 

今大会は無観客試合とします。観覧希望者は入場できません。 

 

★チーム責任者の皆様へ 

全参加者が下記の内容を了承していることを必ず確認してください。 

 

★出場選手の皆様へ 

下記の内容を必ず確認し了承の上、感染防止対策にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

【 本大会への参加条件 】 

 

＊①～⑤に該当する方は入場および出場ができません。 

①大会日直前１４日間および大会当日において以下の事項に該当する方。 

・３７.５度を超える発熱がある 

・せき、のどの痛みなどの風邪の諸症状がある 

・倦怠感（だるさ）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

・味覚や嗅覚に異常がある 

・身体が重たく感じる、疲れやすいなどの症状がある 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方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日間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や 

地域などへの渡航または該当在住者との濃厚接触がある 

②選手・チーム責任者・競技役員・許可を得た付添者いがいの方。 

③マスクを着用していない方（会場内で泳ぐときを除き、常時着用してください）。 

④必要事項記入済みの「健康チェックシート」を持参していない方。 

⑤会場内における感染防止対策（ ３密対策など ）に協力しない方。 

 

 



 ＊以下の注意事項をお守りください。 

   ⑴入場の際は必ず手指消毒・検温を行ってください。 

    ※入退館は１階正面玄関のみとなっております。（ ２階入場口は閉鎖しています ） 

   ⑵応援や声援および対面しての会話はご遠慮ください。（ 当日は無観客開催です ） 

   ⑶感染防止対策のため控え場所の混雑回避や出場時間に合わせた時間差入場などのご協力 

をお願いします。 

   ⑷絶えず人との距離を取るようにしてください。 

 

 

 ＊個人の棄権、大会の中止について。 

   感染は予断を許さない状況が続いています。国、都道府県において、相当規模のイベント

自粛要請が出た場合は中止する場合があります。また、競技会の会場で感染が認められた

場合には、その時点で大会を中止します。 

刻々と変化する状況を鑑み、万一大会が中止となった場合、申込金は返金いたします。 

但し、振込手数料を差し引いた金額とさせていただきます。また、申込後の出場取り消し、

当日の棄権については理由の如何にかかわらずご返金はありません。ご了承ください。 

 

以上 

 

【 大会当日各自が必ず持参するもの 】 

 

・記入済みの「健康チェックシート」 

※忘れた場合は入場できません。 

・マスク（ 不織布タイプで必ず予備もご用意ください ）。 

※レース直前（レーンに入るまで）までマスク着用を義務付けています。 

会場内での配布・販売はありません。 

・脱衣袋（ レース直前にマスク・タオル・ＩＤカードなど個人的な物を入れていただきます ）。 

・携帯用消毒スプレーをお持ちの方はご持参ください。 

・ゴミ袋 

   ※会場内にはゴミ箱はありません。各自お持ち帰りください。 



第２８回全九州マスターズスイミングフェスティバル

※該当するものに☑を入れてください。

来場区分 出場選手 チーム責任者 競技役員

チーム名 チームＩＤ

個人ＩＤ 電話番号

フリガナ

氏名

【大会１４日前から当日までの体温】

１４日前 体温 １３日前 体温 １２日前 体温 １１日前 体温

8/29（日）
℃

8/30（月）
℃

8/31（火）
℃

9/1（水）
℃

１０日前 体温 ９日前 体温 ８日前 体温 ７日前 体温

9/2（木）
℃

9/3（金）
℃

9/4（土）
℃

9/5（日）
℃

６日前 体温 ５日前 体温 ４日前 体温 ３日前 体温

9/6（月）
℃

9/7（火）
℃

9/8（水）
℃

9/9（木）
℃

２日前 体温 １日前 体温 大会当日 体温

9/10（金）
℃

9/11（土）
℃

9/12（日）
℃

【大会前１４日間における以下の事項の有無】

チェック欄

①平熱を超える発熱がない。※３７.５℃未満

②咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がない。

③だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない。

④嗅覚や味覚の異常がない。

⑤体が重く感じる、疲れやすいなどがない。

⑥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ない。

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない。

⑧過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間をを必要とされている国、地域への渡航または、

　該当在住者との濃厚接触がない。

【承諾確認欄】確認し☑を入れてください。

チェック欄

【注意事項】

④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速やかに主催者に報告します。

チェック項目

チェック項目

①開催要項「感染症拡大防止のための注意点および参加条件」ならびにの２次要項について確認しました。

②定められた新型コロナウイルス感染防止策を遵守します。

③新型コロナウイルス感染拡大防止のため、この記載事項を大会後３０日間保持することを承諾します。

・不足分はコピーしてお使いください。

健康チェックシートおよび承諾書

その他

具体的に

ＴＥＬ

氏名 　　　　　　　     　（続柄　　　　）

緊急連絡先

・発熱や体調不良などがある場合は大会会場には来場しないでください。
・本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症対策のみに使用します。
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