
令和３年 11 月吉日 
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一般社団法人群馬県水泳連盟 
マスターズ委員会 

                          
 

第４回ころとんマスターズスイムミート（50ｍ）追加要項 
 
拝啓 貴チームにおかれましては益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 
第４回ころとんマスターズスイムミートにお申し込みいただきありがとうございました。 
出場にあたり本案内をご確認いただき、参加者へのご連絡をお願いいたします。 

敬具 
                 記 

 
１．期日  令和３年１２月１１日（土）～１２日（日） 

２．会場  関水電業敷島プール 
      住所 前橋市敷島町 66 
      TEL  027-232-7871  www.shikishima-park.org/facility_6.php 
３．日程               １１日（土）      １２日（日） 

 開場              8：00          7：30 

 ウォーミングアップ      8：00～9：00      7：30～8：30 

※ 競技進行中のウォーミングアップは、メインプールの専用レーンをご利用

ください。 

 公式スタート練習       8：30～9：00      8：00～8：30 

※ 朝の時間以外は、ダッシュレーンの設定はありません。 

 競技役員（主任）打ち合わせ  8：30～             8：00～ 

 競技役員打合せ         9：00～            8：30～ 

 競技開始            9：30～         9：00～ 

 開会式は行いません。 

４．競技上の注意 
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のっとり行います。 
② 競技時間は、あくまでも予定時刻です。前後する場合がありますので競技進行状

況にご注意の上、招集に遅れないように注意してください。 
③ 競技は全て男女別、200ｍ以上はエントリータイム順、100ｍ以下は年齢別のタイ

ムレース決勝とします｡ 
④ 水着の着用基準については一般社団法人日本マスターズ水泳協会の HP で確認し

てください。 



５．リレーオーダー変更締め切り時間 
   １２月１１日（土） 

プログラム        種目                締切時間 
   N0.2.3      女男 ４×100ｍ メドレーリレー        ９：00 

    N0.4       混合 ４×100ｍ フリーリレー         ９：00 

    N0.6.7      女男 ４×100ｍ フリーリレー         13：00 

    N0.8       混合 ４×100ｍ メドレーリレー        13：00 

    （N0.2.3 女男 ４×100ｍ メドレーリレーは同時レースになります。） 

    （N0.4  混合 ４×100ｍ フリーリレー終了後 24 分間休憩予定です。） 

   １２月１２日（日） 

プログラム        種目                締切時間 

    N0.19.20     女男 ４×200ｍ フリーリレー          ９：00 

    N0.21      混合 ４×200ｍ フリーリレー          ９：00 

    （N0.20.21  男子、混合４×200ｍ フリーリレーは同時レースになります。） 

６．表彰／記録 
   ①各種目の年齢区分ごとに個人種目１～３位、リレー種目１～３位に賞状を後日 

郵送いたします。 
②マスターズ日本新記録を樹立した選手およびクラブには、日本新記録樹立証と 

記念品が贈られます。 
③マスターズ世界記録を突破した選手およびクラブには、世界記録突破証と 

記念品が贈られます。 
＊世界記録突破が予想される方は、出場されるレースの１時間前までに受付に指

定の用紙を提出し申請して下さい。用紙は受付に用意してあります。国際水泳連

盟（FINA）が認定している世界記録を突破（タイ記録を含む）した場合、FINA

へ世界記録として申請します。尚、FINA への申請には競技者の生年月日を証明す

るためパスポートまたは住民票のコピーが必要となりますので事前に準備をお

願いいたします。 
７．健康管理 

① 自己の責任の下に健康管理をし、各自十分留意してくださいますようにお願い

いたします。 
② チーム責任者は参加者について次のことを確認願います。 

1）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。 

2）大会当日より前１ヶ月間、週１回以上の水泳練習を行っていること。 

3）会場における事故等については、すべて参加者側において処置すること。 
③ 大会期間中、大会医務委員に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 新型コロナウィルス感染対策防止のための注意点および参加条件をよく読んで 
  当日は健康状態申告書を受付にご提出ください。 
 



 
８．抗議 

競技の失格内容などに異議のあるときは、そのレース終了後 30分以内に抗議書に内

容を記載し抗議料 5,000 円を添えて大会本部に提出してください。抗議の内容は大

会実行委員会で検討し裁定します。なお、抗議書の提出はチーム責任者に限ります。

また、抗議内容が承認された場合は抗議料を返金いたしますが、却下された場合は

返金いたしませんので、予めご承知おきください。 
９．その他 
   ① 関水電業敷島プール（敷島公園水泳場）の駐車場はご利用できませんので、周

辺の駐車場をご利用ください。（駐車場マップをご覧ください。） 
   ② コイン返却式ロッカーは、使用できません。 
   ③ 出場選手全員に参加賞として、ころとんマスターズ特製キャップを贈呈いたし

ます。（同封の ID カードをご提示ください） 
 

                         

          前橋市のマスコットキャラクター“ころとん” 

大会までに体調を整え、元気な姿でお会いしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

 
＜  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  ＞ 

 
 
■ 主催者としては、可能な限り開催を目指したいと考えております。 
■ チーム責任者の皆様へ 申し込みにあたり、全参加者が本要項の内容を了承していることを 必ず確認し お手続きください。 
■ 参加者の皆様へ 本要項の内容を必ず確認し了承のうえ “うつさない” “うつらない” 感染拡大防止対策に積極的にご協力いただきま 

すようお願いいたします。 
 

【 本競技会への参加条件 】 
※ 下記の（1）～（3）の事項を確認・承諾のうえで申し込みをお願いいたします ※ 

(1) 下記の方は 入場および競技出場ができません。 
① 大会日直前 14 日間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 
 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方との濃厚接触がある 
 同居家族や身近な知人の感染が疑われる 
 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、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 「健康チェックシート」を当日入場時に提出されない方。 
③ 当日に①の症状がある方。 
④ 入場時の検温（非接触体温計およびサーモグラフィー）により 37.5 度以上ある方。 
⑤ 主催者の定める入場対象者以外の方。 
⑥ 不織布マスクを着用していない方。（ウォーミングアップ・競技・クールダウン中は除く） 
⑦ 感染拡大防止（3 密対策）に協力しない方。 

(2) その他の下記の注意事項についてお守りください。 
① 主催者が定める感染拡大防止対策に従ってご参加ください。  
② 入場の際は必ず手指消毒を行ってください。  
③ 応援や声援および対面しての会話はご遠慮ください。 
④ 絶えず人との距離を取るようにしてください。 

(3) 大会の中止について 
① 国･都道府県において、相当規模のイベントの自粛要請が出た場合は 中止 いたします。 
② 競技中の会場で感染が認められた場合には、その時点で競技を 中止 いたします。 
③ 新型コロナウイルス対策で 施設の閉場 及び 自粛要請 が発令された場合、その他 社会情勢 ならびに 天変地異等  

の不可抗力により予測できない状況 が発生し、やむを得ず大会が 中止 になった場合は、 必要経費､振込手数料等を 
差し引いてのご返金となりますのでご了承願います。なお、プログラム（申込分）は送付します。 

 
 

 



 

 

 

 様式１ 

 

健康状態申告書   令和  年  月  日 

    時     分  

 

①氏  名  

 

 

 

②住  所  

 

 

 

③体  温  

   

    ．   度（℃）  

 

 

④発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状  

 

    あり ・ なし  

 

⑤頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害  

 

    あり ・   なし  

 

⑥緊急連絡先  

 

電話 （      ）      －  

 

※１ 収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合または本

人の同意がある場合を除き、他に利用及び提供することはいたしません。  

 ２ 参加者に感染者が出た場合における保健所の聞き取り調査への協力をお願い

します。  

 ３ 濃厚接触者となった場合は、１４日間を目安に自宅待機をお願いすることが

ありますので予めご了承ください。  

 

 

※利用申請時に検温を実施する場合は、③欄の事前記入不要 

   ※③が 37.5℃以上の場合は、利用をお断りします。 

※④～⑤のどちらか１つでも「あり」となった場合は、利用を自粛頂く場合があります。 


