東日本大震災復興支援
～届けよう スポーツの力を東北へ！～

日本スポーツマスターズ水泳競技
２０１５石川大会
監

督

会

議

日時：平成２７年 ８月２８日（金）１５：００～１５：４０
場所：金沢市営総合プール
会議室
次

第

司会 高木 直喜
１．開式通告
２．来賓紹介
３．開会挨拶（公財）日本水泳連盟 副会長
石川県水泳協会
副会長
４．競技運営について
審判長

泉
正文
根布
寛
土上 克洋

５．会場利用上の注意

金沢市水泳協会理事長

山下 修一

６．諸連絡（公財）日本水泳連盟

生涯スポーツ委員長
兼 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ委員 平本 武男

７．質疑応答
８．閉式通告
出席者

（公財）日本水泳連盟
〃
〃
〃
〃
〃
(一社)日本ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳協会

副会長
常務理事
生涯スポーツ委員長
情報システム委員長
生涯スポーツ委員
生涯スポーツ委員
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ担当

泉
正文
村山よしみ
平本 武男
蠣原 和隆
小野 一美
花嶋美代子
大崎 芳

石川県水泳協会
〃
〃

副会長
専務理事
競技委員長

金沢市水泳協会

理事長

根布
寛
高木 直喜
土上 克
洋
山下 修一

栄

1

日本スポーツマスターズ２０１５石川大会
水泳競技 監督会議資料
［競技上の注意］

１．競技日程
＊ ８月２８日（金） 公式練習
・公式スタート練習

１２：００～１７：００
１３：００～１３：４５
１６：００～１６：３０
１５：００～１５：４０

・監督者会議
＊

８月２９日（土） プールオープン 受付
・メインプールでのウォーミングアップ
・ダッシュコースの設定
・公式スタート練習
・アトラクション(太鼓)
・開始式
・１０年連続出場者表彰
・競技開始
・閉館

７：００
７：３０～ ８：４０
７：４５～ ８：４０
８：００～ ８：４０
８：４２～ ８：５７
９：００～ ９：２０
９：２１～ ９：３0
９：４５
１７：００

＊

８月３０日（日） プールオープン 受付
・メインプールでのウォーミングアップ
・ダッシュコースの設定
・公式スタート練習
・競技開始
・閉館

７：３０
７：３０～ ８：４５
７：４５～ ８：４５
８：３０～ ８：４５
９：００
１６：３0

２．競技について
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

本大会は（公財）日本水泳連盟競泳競技規則及び本大会要項に基づいて行います。
すべての競技をタイムレース決勝とします。
競技の進行については、２０分以上早めることはしません。
選手の招集「④」について
1.競技開始２０分前から行います。
（第２招集は行いません）
2.５０ｍ種目はターンサイドで招集を行います。
棄権、プログラム訂正およびリレーオーダー用紙は受付「①」にあります。棄権、訂正
については、競技開始３０分前までに記録室「⑧」に提出してください。
リレーオーダー用紙の提出は、競技開始４５分前までに記録室「⑧」に提出してくださ
い。
競技終了後、選手は速やかに退水してください。横退水も認めます。
屋内プール前室「⑲」に公式掲示板を設置し、速報を掲示いたします。また競技結果に
ついては、
（公財）日本水泳連盟ホームページでも確認いただけます。
競技得点については、次の通りとします。
1.得点は、個人種目・リレー種目とも１位＝８点、２位＝７点、…７位＝２点、８位＝
１点とします。
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2.各都道府県、各種目、年齢区分の上位２名までを得点対象､表彰(賞状)対象とします。
3.リレー種目は都道府県１チーム(Ａ)のみと、これ以外はオープン参加とします。
(10) 今回の大会から混合２００ｍのメドレーリレーとフリーリレーが加わりました。
(11) 競技順序は第８部から７．６．５・・・第１部となります。
(12) 水着について（詳しくは大会プログラム１７～２０ページを参照）
1.FINA のシールの貼ってある公認水着を使用します。違反者の記録は得点･順位に反映せ
ずに参考記録(オープン扱い)とします。なお、マスターズ所属のネーム入り水着は厳重
注意とします。
2.水着で FINA のシールが剥がれている物はメーカー名と品番を確認できる書面を招集へ
提出してください。
3.着用できる水着は１枚のみとし、重ね着は認めません。キャップを重ねることは認めま
す。
4.水着あるいは身体へのテーピングは禁止します。
5.水着への二次加工は禁止します。
(13) マークについて（詳しくは大会プログラム２０～２１ページを参照）
１）水着及びウエアー、持ち物には、それぞれ利用の異なる毎に、次の名称・マークを付け
ることができます。
1.自分の氏名や所属チーム（県名）の名称・マーク
2.オリンピック大会や世界選手権大会等の競技会を表す名称・マーク
3.国旗・国または地域の名称（自国でなくても良い）都道府県や市町村の名称・マーク
4.公式競技会及び公認競技会のシンボルマークや本連盟が認めたもの
5.水着には、４０c ㎡以内の本連盟に事前承認を得たスポンサーのロゴマーク及びメーカ
ーのロゴマークをウエストより上部に１個、下部に１個付けることができる但し、こ
れらのメーカーのロゴマークは、相互に隣接して置いてはなりません。ツーピースの
水着には、上部に 1 個、下部に１個付けることができます。
前記「1～4」までの所属チーム等の名称・マークの大きさに制限はありませんが、競泳
競技の水着に付ける所属チーム等の名称・マークは３０c ㎡以内で１個とします。
6.ウエアーには、４０c ㎡以内の本連盟に事前承認を得たスポンサーのロゴマーク及びメ
ーカーのロゴマークを１個付けることができます。
7.その他持ち物には、２０c ㎡以内の本連盟に事前承認を得たスポンサーのロゴマーク及
びメーカーロゴマークを１個付けることができます。
◇ 皆さんがこの規則に違反していると思われるときは、大会総務や競技役員が注意をし
ます。その時は直ちに、以下の方法をとってください。
1.その違反対象物を使わないようにする。
2.テープなどを使い（水着は除く）見えないようにする。
◇ 注意されても従わない場合は、失格・当該競技会への出場を取消・競技者登録を抹消
されるなどの処分を受けることになります。
なお、本件に関して疑問や不服があるときは大会総務に書類で申し出てください。

３．開始式、表彰について
(1) 開始式は、選手はプールサイドのプラカードの位置に都道府県別に整列してください。
(2) 各種目の年齢区分ごとに、第１位から第３位までの者にそれぞれ記念品を、第１位から
第８位までの者に賞状を授与します。
(3) 表彰式は、レースに平行して行います。第３位までの入賞者は表彰者控所「⑮」にて待
機してください。
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(4) 賞状は、賞状引換所「⑯」で都道府県ごとにまとめてお渡しします。
(5) 都道府県の男女総合得点により上位３団体を（公財）日本水泳連盟が表彰いたします。
表彰は全競技終了後に行います。
代表者(２名)は表彰者控所
「⑮」
に集合してください。
(6)

世界新記録の申請、日本新記録・世界新記録該当者の着用水着については、大会プログ
ラム８０ページを確認してください。

４．その他
(1) 選手控所「⑥」をメインプールサイドテント、屋内プール前室、屋内幼児プールサイド
に準備しています。都道府県によってエリアを指定されていますが、譲り合って使用し
てください。
(2) ゴミはすべてお持ち帰りください。
(3) アリーナ内とその他の場所の履物を使い分けてください。
(4) 撮影許可証はシール(１日目･赤、２日目･青)とし、受付において１枚１００円で販売し
ます。両日分の同時購入も可能です。スタート台より後方からの撮影は禁止します。
(5) 貴重品の管理については、各チーム・選手の責任において行ってください。
(6) 喫煙は正面東側の指定場所でお願いします。
(7) 更衣室ロッカーの荷物は、競技終了後毎日荷物を持ち帰りください。
置いてある荷物は、忘れ物として扱います。
(8) 公式スタート練習で代理人による順番待ちは禁止します。
(9) 連続出場者表彰について
1日目（８月29日）開始式直後に連続出場者表彰を行います。
受賞者は表彰者控所「⑮」で開始式に参列してください。
表彰後、プールサイドで記念写真を撮影しますので、係員の指示に従ってください。
(10) 斡旋弁当について
弁当引換所「⑳」はプール正面です。時間厳守で受取・容器返却をお願いします。
斡旋弁当配布時間 11：00～13：00
弁当容器回収終了 14：30（施設のゴミ箱に捨てないようお願いします）
(11) 忘れ物は、選手団受付にて保管します。
大会終了後は、1 週間は金沢市水泳協会で保管します。連絡は金沢市水泳協会理事
長 山下修一(090-9447-3319)までお願いします。1 週間以降は廃棄処分とします。
金沢市営総合プールは指定管理者ですので対応出来ません。
(12) マッサージコーナー「㉒」を用意してあります。（予約制で時間指定です）
(13) 駐車はプール前の駐車場をご利用ください。満車の場合は陸上競技場の駐車場を利用し
て頂きます。なお、駐車については係員の指示に従ってください。
(14) 監督及び責任者は大会当日の選手の緊急時の連絡先（本人以外の電話番号と氏名）を確
認しておいてください。
(15) 大会期間中の怪我などの対応はプログラム９４ページをよく読んで下さい。
(16) アンケートへのご協力をお願いします。配布物に含まれる大会アンケート用紙に記載して、
受付「①」回収箱に入れてください。
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