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レインボーカップマスターズ in NAGOYA ２０１8 のご案内 
 

 本年度のレインボーカップマスターズは、参加者数 2056 名になりました。大会を円滑に運営するた
めには、参加者の皆さんの積極的なご協力が必要になります。 

 各チームにおかれましては、参加者の方々に、下記の事項についての周知徹底をお願いいたします。 

１．大 会 会 場 

「日本ガイシアリーナ」 （公認 50ｍ × 10 レーン） 

名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の５ 

<交通機関> 

・ＪＲ東海道本線「笠寺駅」徒歩約５分  

(ＪＲ東海道本線名古屋駅より約１５分) 

(中部国際空港より名鉄 JR 経由 約５０分) 

・名鉄本線「本笠寺駅」より徒歩約１８分  

・名鉄常滑線「大江駅」より徒歩約１５分  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



２．大 会 日 程／競技スケジュール 
 

 
 

 
９／２８(金) 

 
大会１日目 

 
９／２９(土) 

 
大会２日目 

 
９／３０(日) 

 
大会３日目 

 
開 場 

 

 
８：００ 

 

 
８：００ 

 

 
８：００ 

 
 
 
 
 
ウォーミング 
アップ 

 
メインプール 
８：１０～９：１０ 
 
公式スタート練習
８：４０～９：１０ 
 
サ ブ プ ー ル       

９：１０～ 
１６：００ 
（予定） 

 
メインプール 

８：１０～９：１０ 
 
公式スタート練習
８：４０～９：１０ 
 
サ ブ プ ー ル       

９：１０～ 
１５：３０ 
（予定） 

 
メインプール 

８：１０～９：１０ 
 
公 式 ス タ ー ト 練 習
８：４０～９：１０ 
 

サ ブ プ ー ル       
９：１０～ 
１５：００ 

（予定） 
 

競技開始 
 

 
  ９：３０ 

 
  ９：３０ 

 
  ９：３０ 

２日目 ウェルカム 
   セレモニー 
２日目 表 彰 式 
３日目 授  与  式  

 １２：００ １４：１５ 

競技終了 
（予定） 

 
 １５：５０ 
 

 
 １５：２４ 
 

 
 １４：５５ 
 

閉場時間 
（予定） 

１６：３０ １６：００ １５：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 種  目 予定時間 
９月２８日（金） 

１ 女子２００ｍ個人メドレー ５組  ９：３０ 
２ 男子２００ｍ個人メドレー ７組   ９：５３ 
３ 混合４×１００ｍフリーリレー １組 １０：２１ 
４ 女子２００ｍ自由形 ８組 １０：２８ 
５ 男子２００ｍ自由形 １０組 １１：０１ 
６ 女子２００ｍ背泳ぎ ７組 １１：３５ 
７ 男子２００ｍ背泳ぎ ５組 １２：１４ 
８ 女子２００ｍ平泳ぎ ６組 １２：３８ 
９ 男子２００ｍ平泳ぎ ６組 １３：０９ 
１０ 女子２００ｍバタフライ ２組 １３：３８ 
１１ 男子２００ｍバタフライ ４組 １３：５０ 
１２ 女子４００ｍ自由形 ６組 １４：０７ 
１３ 男子４００ｍ自由形 ７組 １４：５５ 
１４ 混合４×１００ｍメドレーリレー １組 １５：４３ 
 終了予定  １５：５０ 

９月２９日（土） 
１５ 混合４×５０ｍフリーリレー  ２組  ９：３０ 
１６ 女子５０ｍ自由形   ３２組   ９：３７ 
１７ 男子５０ｍ自由形   ４８組 １０：１９ 
１８ 女子５０ｍバタフライ   １２組 １１：１２ 
１９ 男子５０ｍバタフライ   １７組 １１：３０ 

ウェルカムセレモニー・２０年･１０年連続出場者表彰式 １２：００ 
２０ 女子４×１００ｍフリーリレー １組 １３：００ 
２１ 男子４×１００ｍフリーリレー ２組 １３：０７ 
２２ 女子１００ｍ自由形 １４組 １３：１８ 
２３ 男子１００ｍ自由形 ２３組 １３：５０ 
２４ 女子１００ｍバタフライ ４組 １４：３３ 
２５ 男子１００ｍバタフライ ９組 １４：４５ 
２６ 女子４×５０ｍフリーリレー ２組 １５：０３ 
２７ 男子４×５０ｍフリーリレー ４組 １５：１２ 
  終了予定  １５：２４ 

９月３０日（日） 
２８ 混合４×５０ｍメドレーリレー ３組 ９：３０ 
２９ 女子５０ｍ背泳ぎ １９組  ９：４３ 
３０ 男子５０ｍ背泳ぎ １７組 １０：２１ 
３１ 女子５０ｍ平泳ぎ １７組 １０：５３ 
３２ 男子５０ｍ平泳ぎ ２９組 １１：１９ 
３３ 女子４×１００ｍメドレーリレー    １組 １１：５８ 
３４ 男子４×１００ｍメドレーリレー    ２組 １２：０６ 
３５ 女子１００ｍ背泳ぎ    ７組 １２：２０ 
３６ 男子１００ｍ背泳ぎ    ９組 １２：４１ 
３７ 女子１００ｍ平泳ぎ    ９組       １３：０８ 
３８ 男子１００ｍ平泳ぎ １６組       １３：５５ 
  レインボーカップ授与式        １４：１５ 

３９ 女子４×５０ｍメドレーリレー    ２組       １４：３０ 
４０ 男子４×５０ｍメドレーリレー    ４組       １４：４０ 
  終了予定        １４：５０ 

 競技予定時間は競技進行状況により、前後することが予想されます。大型電光掲示板には、実施種
目が表示されています。競技の進行を確認し、招集に遅れないようにしてください。招集受付に遅
れると棄権扱いとなります。 
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❶　受付・ＩＤ再発行
プログラムや参加賞をお渡しします
申告と申請の受理をします。
忘れ物の一時保管と届け出の窓口です。
分からないことはここで、お尋ねください

❷　医務室
応急処置を行います
体調不良を感じられた方はお越しください

❸　大会本部

❹　公式掲示板
競技結果の発表
連絡事項の掲示

❺　招集所

❻　付添票発行　

❼　チームリーダーミーティング会場

❽　表彰所（メダル・賞状渡し所）
入賞メダル・賞状をお渡しします
※2日目のセレモニー開催中はメダル引渡し
は行えません

❾　プライオリティエリア
障がいをお持ちの方の専用スペースです

会　場　図

❾

❼

↑

場所取り

　禁止



４．ＩＤカード・付添表／受付／チームリーダーミーティング 
 

＜ ＩＤカード・付添票の提示・利用 ＞ 
 
（１）選手・チーム関係者・役員以外の入場を制限するため、入場時に同封のＩＤカード・付添票の 

提示をお願いいたします。ＩＤカードには、選手の顔が判別できる写真（３cm×４cm）を１枚 
必ず大会当日までに貼付しておいてください。 

 
（２）当日のＩＤカード再発行については、会場図①のＩＤ再発行デスクにお申し出ください。※台 

紙、写真、各５００円必要となります。 
（３）チームで付添票が必要な場合は、別紙の「引率・応援者入場受付用紙」を必要数コピーし、必 

要事項を記入し、必要とする本人が会場図⑥の付添票発行デスクに提出し、付添票を受け取っ 
てください。記載・捺印漏れの場合は、付添票の発行はできません。 

 
 
＜チーム 受 付＞ 
 

 チーム責任者は、２階受付で「チーム受付票」に必要事項を記入のうえ提出し、参加賞・公認記録
証・プログラム（予約注文分）を受け取ってください。チームごとにまとめて参加者分をお渡しい
たします。 

 ２階正面入口よりＩＤカード（付添票）提示のうえ、入場してください。 
プログラムに記載されている氏名、種目等を必ずご確認ください。プログラムの印刷ミスがあった
場合は、チーム責任者が所定の用紙に記入のうえ、競技開始の２時間前までに、２階受付に提出を
してください。※所定用紙は、会場図①の２階受付にあります。 

 

＜チームリーダーミーティング＞（監督者会議） 
 
  ○  ９月２８日（金）  ８：１５ ～  ８：３０    軽運動室 ３．会場図⑦参照         
 

競技についての詳細と変更事項をご連絡いたします。必ずチームの代表者または代理の方が出 
席し、出場選手全員に連絡をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．競技について 
 

＜競 技 方 法＞ 
 

（１）本大会は２０１８年（一社）日本マスターズ水泳協会競泳競技規則に則り実施します。 
 
（２）男女別（混合リレーを除く）および原則として、年齢グループ別の組分けに従い高年齢から低 

年齢へエントリータイムの遅い組から速い組への順に進めます。（２００ｍ以上の個人種目を除 
く）２００ｍ以上の個人種目は、年齢に関わらずエントリータイムの遅い順に組分けを行いま 
す。 

 
（３）組分けされている種目で棄権者が多数出た場合、次の組と合同で競技を行う場合があります。 
 
（４）エントリータイムと競技結果の差が遅い速いに関わらず、２００ｍ種目２分００秒以上、４０ 

０ｍ種目４分００秒以上の差がある場合は、インターフェア行為で失格となります。 
 
（５）出発合図は『Ｔａｋｅ ｙｏｕｒ  ｍａｒｋ（ｓ）』で行います。 
 

＜スタートについて＞ 
 

（１）自身の泳ぐ種目、組、レーンをプログラムで確認し、スタート場所の間違いがないようにして
ください。 
 

（２）メインプールでの水浴びは禁止です。水浴びはプールサイドに「水浴び用バケツ」を用意して
おりますので、そちらをご利用ください。 

 
（３）マスターズ水泳のスタートは、①スタート台上、②スタート台横、③水中からのスタートが許

されています。初めて競技に出場する選手や飛込みの練習をしていない選手は、安全面から、
スタート台横や水中からのスタートをお勧めいたします。 
 

（４）今大会では、バックプレート付のスタート台を使用いたします。審判長の笛の合図後にバック
プレートの調整を行うことは、競技進行の妨げになるので禁止とします。バックプレートの調
整は、選手席に入った直後に選手自身で行ってください。審判長の笛の合図後にバックプレー
トの調整を行い、そのことで競技を遅延させた場合は、インターフェア行為と判断をして失格
になる場合がありますのでご注意ください。 
 

（５）背泳ぎではバックストロークレッジを使用できます。バックストロークレッジの調整は、選手 
席に入った直後に選手自身で行ってください。使用しない場合は、折返監察員に使用しない旨 
をお伝えください。審判長の笛の合図後に調整を行い、そのことで競技を遅延させた場合は、 
インターフェア行為と判断をして失格になる場合がありますのでご注意ください。 
 

＜プールからの退水方法＞ 
 

（１）今大会は、リレー、50ｍ種目を除き、全てオーバーザトップ方式で行います 
※オーバーザトップ方式とは自身の競技終了後に次の組がスタートするまで水中で待機する方 
式です。 

 
（２）自身の競技終了後タッチ板に触れない位置でレーンロープに掴まり待機していてください。 
   次の組の競技がスタートしましたら、競技役員の指示に従い、１～５レーンは１レーン側より

退水、６～１０レーンは１０レーン側より退水します。 
 
（３）移動の際はタッチ板に触れないよう、レーンロープをくぐり移動してください。 



６．ウォーミングアップ／公式スタート練習 
（１）大会期間中は、メインプール、サブプールの定められた時間で、ウォーミングアップが可能で 

す。ウォーミングアップ時間は下記の一覧表を参照にしてください。 
（２）公式スタート練習は、８：４０～９：１０にメインプールでの指定レーン（８、９、１０レー 

ン２０ｍまで）で行います。指定レーン変更の場合は当日通告より発表いたします。 
なお、公式スタート練習は、スタート規則の確認であり、飛び込み練習ではありません。 

 

  
９／２８(金) 
大会１日目 

 
９／２９(土) 
大会２日目 

 
９／３０(日) 
大会３日目 

 
 
ウォーミング 
アップ 

 
メインプール 
８：１０～９：１０ 
 
公式スタート練習
８：４０～９：１０ 
 
サ ブ プ ー ル       
９：１０～ 
１６：００ 
（予定） 

 
メインプール 
８：１０～９：１０ 
 
公式スタート練習
８：４０～９：１０ 
 
サ ブ プ ー ル       
９：１０～ 
１５：３０ 
（予定） 

 
メインプール 
８：１０～９：１０ 
 
公式スタート練習
８：４０～９：１０ 
 
サ ブ プ ー ル       
９：１０～ 
１５：００ 
（予定） 

 

７．招集 
 

（１）招集所は会場図⑤を参照してください。 
 

（２）招集所へは、自身の出場する種目、組の１０レース前までに（５０ｍ種目は、２０レース前ま
でに）お越しください。電光表示板にその時実施されている種目と組が表示されますので、必
ずご確認の上、招集遅れのないようにご注意ください。 
※各日の男女最初の種目は９：１５より招集を開始いたします。 
※２９日（土）は２０年連続出場・１０年連続出場者の表彰のため競技を一時中断いたします。 
女子４ｘ１００ｍフリーリレーの招集は１２：４０頃より開始いたします。 
 

（３）招集所では「種目・組・氏名」がスクリーンに表示されます。自分の出場する組が表示された
ら、直ちに、招集員に IＤカードを必ず提示し、組、レーン、名前を自己申告し、招集受付を
済ませ、指示に従い並んでください。 
※ご自分の組とレーンを忘れないように，また、間違わないように申告してください。組・レ
ーンを間違えて泳いだ場合は失格になります。 
※ＩＤカードの誓約書欄に署名のないもの、緊急時の連絡先がないもの、写真の貼付がないも
のは無効です。 
 

（４）招集受付を済ませていない場合は、いかなる理由でも棄権とみなし、出場ができません。 
 

（５）５０ｍ種目に出場された選手のＩＤカードは、ＩＤカード返却デスクにて返却します。レース
終了後、必ずＩＤカード返却デスクに立ち寄り、ご自分のＩＤカードを確認しお持ち帰りくだ
さい。毎年、取り間違いによるトラブルが多く発生しております。他の選手のＩＤカードを間
違わないように注意してください。 

   



８．リレー種目 
 
（１）リレーオーダー変更届提出締切時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（２）リレーオーダーを変更する場合（１回のみ）は、所定用紙に必要事項を記入の上２階受付へ提
出してください。エントリーした種目の年齢区分の変更はできません。 
 

（３）同一リレー種目には、年齢区分別にかかわらず１人１回しか出場できません。 
 
（４）リレーオーダー変更締切後の泳者および泳者順序の変更は認められません。 
 
（５）リレーオーダー変更届の受付は、その種目の競技当日のみといたします。 
 
（６）リレー種目では、招集所で出場者４名揃わないと招集受付できません。４名揃ったら、泳ぐ順

を申告し、招集受付をしてください。 
 

（７）第２泳者以降の泳者が水中からのスタートを行うことを認めているのは、国内ルールであり、
第２泳者以降で水中からのスタートを希望される方は必ず審判長への許可が必要です。許可な
く水中からスタートした場合は、失格となる場合がありますので、ご注意ください。なお、世
界記録の突破を目指しているリレーチームにはＦＩＮＡのルールが適用されるため、第２泳者
以降が水中からスタートした場合、世界記録は認められません。台上またはプールデッキから
スタートを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  距 離 種  目 締切時間 

９／２８（金） ４×１００ｍ 混合フリーリレー  ８:３０ 

４×１００ｍ 混合メドレーリレー １４:３０ 

９／２９（土） 

 
 

４× ５０ｍ 混合フリーリレー  ８:３０ 

４×１００ｍ 

４×１００ｍ 

女子フリーリレー 

男子フリーリレー 

１１：３０ 

１１：３０ 

４× ５０ｍ 女子フリーリレー １３：３０ 

 男子フリーリレー １３：３０ 

９／３０（日） 
 
４× ５０ｍ 混合メドレーリレー  ８:３０ 
４×１００ｍ 女子メドレーリレー 

男子メドレーリレー 
１０：３０ 
１０：３０ 

４× ５０ｍ 女子メドレーリレー １３：００ 

 男子メドレーリレー １３：００ 



９．表彰 
 
（１） 出場選手全員に公認記録証および参加賞を授与いたします。 

（チームごとに渡しますので、チームの代表者または代理の方が「チーム受付票」を大会期 
間中に２階受付まで持参してください。） 

 
（２） 各種目の年齢区分ごとに、個人種目上位３位までにメダルと賞状、４位～６位までに賞状、 

リレー種目は、上位３位までにメダルを授与いたします。 
 
（３） マスターズ水泳日本新記録を樹立した選手およびリレーチームには、日本新記録樹立証と記 

念品を、国際水泳連盟（ＦＩＮＡ）認定のマスターズ水泳世界記録を突破した選手およびリ 
レーチームには、世界記録突破証と記念品を授与いたします。 

 
（４） メダル・賞状を受け取る際は、メダル受け渡し所で、必ず本人がＩＤカードのＱＲコードを 

発行機にかざして、引換証を発行してください。引換証をメダル受け渡し所の係員に提出し 
て、メダルと賞状をお受け取りください。 
メダル・賞状は大会期間中にお受け取りください。最終日は競技終了２０分後までとします。 

 
（５） 世界記録を突破した選手およびリレーチームは、「世界記録突破証」授与の表彰を行います。 

世界記録を突破した競技終了後に表彰時間を設けて行いますので、指定された時間に本部席 
にお越しください。 

 
（６） ２０年連続出場・１０年連続出場者の表彰は２９日（土）の男子５０ｍバタフライ終了後に 

実施いたします。別途、ご案内しました通り、表彰式出席の方には（表彰式への出席を申請 
した方）、当日のご案内をお送りいたします。内容をご確認の上、（当日（２９日）10:30 ま 
でに「２階受付」へ出欠確認書を提出し、「受付票」をお受け取りください。その「受付票」 
をお持ちの上、１１：３０までに飛込みプール（本部席側）の横にご集合ください。（なお、 
第 1 次受付を行っていない方は、表彰式に参加できなくなりますのでご注意ください。） 
 

（７） エントリータイムと同タイムで泳がれた選手、またはチームには、記念品を授与いたします。 
 

（８） 第２７回大会にちなんで、当日のタイムが 〇〇秒２７（リレーも含む）で泳がれた選手、
またはチームには、記念品を授与いたします。 
 

（９） 当大会５種目以上にエントリーされた選手には、記念品を授与いたします。 
 
（10） 最優秀選手（男子・女子各１名）、優秀選手（男子・女子各１名）にはレインボーカップ（市 

長杯）を授与いたします。 
 
（11） 世界記録の突破が予想される選手およびチームは、出場するレースの１時間前までに規定用 

紙に必要事項を記入のうえ、２階受付に必ず申告してください。国際水泳連盟（ＦＩＮＡ） 
が認定している世界記録を突破した場合、その記録をＦＩＮＡへ世界記録としての公認を申 
請します。また世界記録を突破された場合、泳者の生年月日を証明する「パスポートのコピ 
ーまたは、住民票のコピー（３ヶ月以内のもの）」が必要となりますのでご準備ください。 
世界記録のＦＩＮＡへの申請にはＦＩＮＡ承認水着の着用が必要です。世界記録を突破する 
可能性がある選手は、ＦＩＮＡ承認マーク付き水着の着用をお願いいたします。競技終了後、 
水着着用の写真を撮影させていただきます。また、世界記録申請用紙ご記入の際、水着のメ 
ーカー及び承認番号の記入もお願いいたします。日本記録についてもＦＩＮＡ承認水着の着 
用が必要です。 レース前及びレース終了後ＦＩＮＡ承認水着の確認をいたします。ＦＩＮＡ 
承認水着を着用していない選手の記録は新記録としては認められませんので予めご承知おき 
ください。詳細は（一社）日本マスターズ水泳協会ホームページをご覧ください。 



１０．申告 
大会参加にあたって、以下の項目に該当する方は出場種目開始予定時間の１時間前までに２階受
付へ申告してください。 
＜「出場申告用紙」が必要な申告＞ 

（１）テープ等をされる方 
本来テープ等は認められませんが、やむを得ず使用の承認を受ける必要のある方は使用状況を 
確認します。実際に泳ぐ際のテーピングを施した状態で確認を受けてください。 
※指や関節を固定するテーピング、筋肉を補強するキネシオテープ等は申告しても許可できま 
せん。 

 
（２）障害の認定を受けている方で競技規則違反になる可能性のある方 

※申告内容を確認し、許可の判断を行います。なお、診断書や障がい者手帳の提示を求める場 
合があります。 

 
（３）出場に介助が必要な方 

※チームから介助者を帯同してください。その際、介助者は招集席からスタート席まで付くこ 
とはできますが、スタートの介助はできません（一緒に水に入ることは不可）。 
ゴール後は競技役員の指示を優先し介助してください。 

 
（４）リレーの第２泳者以降が水中からスタートするチーム 

※世界記録に挑戦するチームの第２泳者以降が水中からスタートした場合、世界記録を突破し 
ても世界記録の公認はされません。詳細はＰ８「８．リレー種目（７）を確認してください。 

  
（５）世界記録に挑戦される方およびチーム 

※「世界記録申請用紙」に必要事項を記入のうえ、申告してください。なお、リレー種目の第 
１泳者として挑戦される方も必ず申告してください。 

 
＜異議申し立てについて＞ 

競技の失格内容や状況等に異議のある時は、その競技終了後３０分以内に抗議書に内容を記入し、
抗議料５，０００円を添えて２階受付に提出してください。抗議書の内容を大会総務で検討し裁定
いたします。なお、抗議書の提出はチームの責任者に限られます。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、抗議内容が却下された場合は抗議料を返金いたしません。その他、
違反内容の問合せについては、規定用紙に記入の上、２階受付にお申し出ください。 

 

１１．施設使用上の注意 
 
（1） メインプール・サブプール更衣室のロッカーは、開放いたします。数に限りがありますので、

チームで協力してご使用ください。個人での使用はご遠慮ください。なお、更衣後の荷物等は
各自で管理をお願いいたします。（更衣室内荷物放置厳禁） 
 

（2） 個人で参加される方で、ロッカーに入らない大きさの荷物がある場合は、２階受付で預けるこ
とができます。（貴重品は不可） 

（3） ロッカーキーの紛失・破損は５，０００円をお支払いいただきます。 
 

（4） 盗難等がございましても一切責任は負えません。最近特に、各会場における盗難事故が多発し
ていますのでご注意ください。 
 

（5） プールサイドおよび更衣室は、はきもの厳禁です。 
 

（6） 館内の通路は水にぬれると滑りやすくなります。十分ご注意ください。 
（7） 観覧席裏側通路のへこみ部分へのシート敷きは可能ですが、非常口前へのシート敷き・場所取



りは施設利用上禁止です。ご協力をお願いいたします。 
 

（8） 観覧席へ上がる階段横の防火扉に触れると警報が鳴りますので触れることのないようお願い
いたします。 
 

（9） アリーナ内・観覧席での飲食は禁止となります。飲食は休憩コーナーでお願いいたします。 
 

（10） マスターズスイマーとして、マナーを守り館内をきれいに利用しましょう。 
 

（11） 別紙、「会場使用の注意事項」を必ず確認のうえ、ご参加ください。 
 

（12） 会場利用には、「会場案内図」をご参照ください。 
 

１２．健康管理 
 
（１）大会中の健康管理は本人の責任とし、ご自身の体調には十分留意してください。 
 
（２）会場内で、ケガや体調が悪くなった場合は、救護室にて応急処置はいたします。 

救護室は大会本部横にございます。 
 

（３）当日、ご自身の体調に不安を感じたら棄権してください。また、仲間の方も棄権を勧めてくだ 
さい。特に、リレー種目では１人の選手が体調不良の場合、仲間が棄権を勧める事が大切です。 

 
（４）資料の「レース前の安全確認」は必ず選手にご一読いただくようにお願いいたします。 
 
（５） マスターズキーワード９の実践をお願いいたします。 
 
 
 

       

マ   マイペース ゆうゆう大きな ストローク 
ス   進んで受けよう メディカルチェック 
タ   タイムより 楽しい水泳 健康づくり 
｜(ア) 頭を使って 泳ぎの工夫 
ズ   ずっと前の 若さと力 あてにせず 
す   睡眠 食欲 健康チェック 
い   いつも練習 あってこそ 楽しいレース 
え   エイここで 退く勇気が 大人の水泳 
い   いい笑顔 気力も充実 輝く高年 
 

公益財団法人 日本水泳連盟医事委員会 
日本水泳ドクター会議 
一般社団法人 日本マスターズ水泳協会 

             

 

１３．その他 
 

（１）各種目の男女すべての組の競技が終わりましたら、約１時間後にその種目の男女別、年齢区分 
別のランキングを公式掲示板に掲示します。掲示後、メダル渡し所でメダルをお渡しいたしま 
す。 

 
（２）ごみは、必ずお持ち帰りいただくようお願いいたします。 
 
（３）場所取りはできません。館内におられるスイマーの方々の利用を第一と考えますので、皆様の 



ご協力をお願いいたします。イスの上や横に、「チーム名入りの紙等」「荷物等」を置いている場
合は、場所取りと判断いたします。この場合は、会場係が注意しますので指示に従ってください。 
ポールによるのぼり旗（チーム旗）は、禁止とします。翌日の場所取りの為に前日から入場口に 
並ぶことは施設側の強い要望により、禁止いたします。 
各日とも朝５：００より入場口前の階段ゲートを解除いたしますので、入場待機は朝５：００以 
降としてください。朝５：００以前に待機が見られた場合は、大会役員により退去を命じさせて 
いただきますので、予めご了承ください。また、開場時の入場で走ることは大変危険です。 
思わぬ転倒事故等につながりますので、歩いての入場にご協力ください。 

 
（４）大会期間中は忘れ物のないように毎日ご確認ください。忘れ物は、２階受付にて大会期間中は

保管しておりますが、大会終了後１週間で廃棄処分させていただきます。 
 

（５） 個人情報の取り扱いについて 
申込書等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の作成を含み競技会運営
を円滑に行うために必要な事項だけに使用し、その他の目的には使用、提供はいたしません。
なお、競技結果を（有）東洋電子システムホームページにて公開いたしますので、予めご了承
ください。（プログラム作成 有限会社東洋電子システム） 
 

（６）大会当日の緊急時に備え、ＩＤカードに大会当日緊急連絡先を記入していただきます。緊急連
絡先は万が一の際に実行委員会で使用させていただきますが、チーム責任者も下記の通りに，
ご準備をお願いいたします。 
①責任者が会場へ同行される場合は、出場者全員の緊急連絡先を把握しご持参ください。 
（選手のご家族などに急を要する連絡ができる電話番号を把握しご持参ください。） 

②責任者が会場へ同行されない場合は、大会当日、緊急連絡先へ連絡をさせていただいたとき 
に伝えられるようご準備ください。 
 

（７）大会当日、社会情勢や天変地異によりやむを得ず大会が中止となった場合は、「参加賞」「公認 
記録証」「事前予約されたプログラム」はチームへお渡しいたしますが、エントリー料は返金い 
たしませんのでご了承ください。 

   ※開催日の午前６：００の段階で、名古屋市内に暴風警報が発令された場合、当日の競技は中 
止とします。なお、暴風警報が解除されましても、同日の競技は実施いたしません。 

   開場後、及び競技中に暴風警報が発令された場合は、主催者の判断に従ってください。 
 

＜ 撮 影 許 可 ＞ 

（１） カメラ・ビデオ・携帯電話等での撮影をする場合は撮影許可証が必要になります。撮影許可
を証明するシールを貼付して撮影することが条件となります。撮影を希望される方は、大会受
付に、別紙「撮影許可申請書」に必要事項を記入のうえ、申告してください。使用後、シール
は各自で処分してください。（撮影許可証がある場合でも、アリーナ内での撮影はできません） 
 

（２） 競技会において、参加選手または関係者等が私的に撮影した動画や画像をＹｏｕＴｕｂｅ等
のＷＥＢサイトやその他の公の場所に公開するためには、必ず権利者の許諾を公開者が受ける
ようお願いします。また、会場ＢＧＭをそのまま使用すると、著作権侵害となるのでご注意し
てください。撮影許可証は会場内での撮影を許可するものであり、これらの権利を許諾するも
のではありません。 

 

 

 

 

 



■（一社）日本マスターズ水泳協会競泳競技規則（抜粋） 
 
（１） 出発について（背泳ぎを除く） 

a. 自由形・平泳ぎ・バタフライおよび個人メドレーのスタートは、スタート台、プールデッキお
よび水中のいずれからでもできる。（MSW4.1） 

b. 審判長の長いホイッスルによりスタート台またはプールデッキに上がった競技者は、スタート
台前方またはプールデッキ前縁に少なくとも一方の足の指を掛けなくてはならない。（MSW4.1） 

c. 水中からスタートする競技者は、審判長の長いホイッスルにより速やかにプールに入り、一方
の手でスターティンググリップを持ち両足をプールの壁につける。（MSW4.1） 

（２） 背泳ぎについて 
a. 競技中は、泳者の体の一部が常に水面上に出ていなければならない。折り返しの間およびスタ

ート後、折り返し後の壁から 15ｍ以内の距離では体は完全に水没していてもよいが、壁から
15ｍの地点までに、頭は水面上に出ていなければならない。（MSW6.4） 

b. 折り返しを行っている間に、泳者の体の一部が自レーンの壁に触れなければならない。折し返
しの動作中は、肩が胸の位置に対して垂直以上に裏返しになってもよく、その後は折り返しを
始めるために、速やかに一連の動作として、片腕あるいは同時の両腕のかきを使用することが
できる。足が壁から離れたときには、あおむけの姿勢に戻っていなければならない。（MSW6.5） 

（３） 平泳ぎについて 
a. スタートおよび折り返し後の一かき目は、完全に脚のところまで持って行くことができる。そ

の間泳者は水没状態であってもよい。スタート後、折り返し後に、最初の平泳ぎの蹴りの前に
バタフライキックが１回許される。（MSW7.１） 

b. 折り返しおよびゴールタッチは、両手が同時にかつ離れた状態で行わなければならない。タッ
チは水面の上下どちらでもよい。折り返しおよびゴールタッチ直前は足の蹴りに続かない腕の
かきだけになってもよい。最後のサイクルの間に頭が水面上に出れば、タッチ前の最後の一か
きの後は頭が水没してもよい。（MSW7.6） 

（４） バタフライについて 
a. 全ての足の上下動作は同時に行わなければならない。両脚・両足は同じ高さになる必要はない

が、交互に動かしてはならない。一かきに一回の平泳ぎの足の蹴りは許される。折り返しおよ
びゴールタッチの直前は、一かきを行わずに一回の平泳ぎの足の蹴りが許される。また、スタ
ートおよび折り返し後の一かき目の前も、一回の平泳ぎの足の蹴りが許される。（MSW8.3） 

b. 折り返しおよびゴールタッチは、水面の上もしくは下で、両手が同時に、かつ離れた状態で行
わなければならない。（MSW8.4） 

c. 泳者はスタートおよび折り返し後は、水面に浮き上がるため、水中での数回のキックと一かき
が許される。スタートおよび折り返しの後、体は完全に水没していてもよいが、壁から 15ｍ地
点までに、頭は水面上に出ていなければならない。また、次の折り返しあるいはゴールタッチ
まで体は水面上に出ていなければならない。（MSW8.5） 

（５） 招集について 
競技者は、競技会の主管団体が公表した招集の要領に従い、出場前に出場の確認または点呼を受け
なければならない。また、公表された組・レーンで出場しなければならない。（MSW10.4） 

（６） 競技終了後の退水について 
泳者は、他の泳者が競技中であっても審判長に退水を指示されるまでは、自レーンの中にとどまっ
てもよい。退水の際に、他の泳者が競技中であっても審判長の指示があった場合、他のレーンを横
断することができる。ただし、指示に従わず他の泳者を妨害した場合は、失格となる。また、その
他の妨害行為をした場合も失格となる。その違反が故意と認められたとき、審判長はその事実を競
技会の主催団体および競技者の所属する団体に報告する。（MSW10.9） 

（７） リレー競技の第１泳者の記録について 
４×25ｍのリレー競技を除き、混合を含め（MSW5.4）リレー競技の第１泳者の記録は新記録に申請
することができる。リレーの第１泳者が違反なく泳ぎ終えれば、続く泳者に失格があったとしても、
第１泳者の記録は無効にならない。（MSW13.5） 

（８） 水着の規定について 
競技会で着用できる水着等は、競技会開催日に本協会が公表している水着規定に準じる。（MSW15.1） 

 



レインボーカップマスターズ２０１８ 
 参 加 チ ー ム 各 位            

レインボーカップマスターズ２０１８実行委員会 
 

出場にあたっての注意事項 
 
 
競技会の運営を平等かつ円滑に進める上で、下記の事項に関し、選手・引率者の方へ、各チーム
で責任を持って徹底していただきますようお願いいたします。 
 
＜水着の規定＞ 
 
 国内で行われる一般社団法人マスターズ水泳協会公式・公認競技会においての、水着の規定は 
次のとおりです。 

 
１． ＦＩＮＡの水着規定変更に合わせ、平成２３年４月１日以降、ＦＩＮＡへの世界新記録      

の申請、日本新記録の公認については、有効なＦＩＮＡ公認マークが付いた水着を着用 
して泳いだ記録のみを対象とする。 

２． 素材については、繊維を中心とした水着とする。ラバー及び大きなパネルが貼ってある 
水着は、禁止とする。 

 ３．  水着は、１着しか着用することができない。ただし、水着用インナーショーツ（サポー
ター）などのモディスティースーツ（不適切な露出を避けることを目的とした水着）、女
性用インナーパッド（カップ）などの使用は認める。 

 ４．  水着の形状は、男性はへそを超えず膝までが身体を覆う範囲のもの、女性は肩から膝ま
で（ただし首、肩を覆わないもの）が身体を覆う範囲のものとする。 
 

水着改正についての詳細は一般社団法人日本マスターズ水泳協会ホームページをご覧ください。 
 
＜日本記録・世界記録該当者の着用水着について＞ 
 
世界記録のＦＩＮＡへの申請にはＦＩＮＡ承認水着の着用が必要です。世界記録を突破する可
能性がある選手は、ＦＩＮＡ承認マーク付き水着の着用をお願いいたします。競技終了後、水
着着用の写真を撮影させていただきます。また、世界記録申請用紙ご記入の際、水着のメーカ
ー及び承認番号を記載してください。 
日本記録についてもＦＩＮＡ承認水着の着用が必要です。 レース前及びレース終了後ＦＩＮ
Ａ承認水着の確認をいたします。 
ＦＩＮＡ承認水着を着用していない選手の記録は新記録としては認められませんので予めご
承知おきください。 

 

☞＜大会期間中は、ＩＤカード（写真付き）・付添票が必要＞ 
 
本大会では、「会場への入場時」「招集での選手確認」「メダル・賞状を渡す際の選手確認」に
ＩＤカードが必要です。同封のＩＤカードを出場選手に必ず渡してください。ＩＤカードがな
いと出場できません。 ＩＤカードには所定の位置に、選手の顔が判別できる写真（3ｃｍ×
４ｃｍ）を貼ってください。写真がないと招集等で本人確認ができないため無効になります。 
引率者の方も会場入場時に「付添票」が必要です。 
会場内では、ＩＤカード・付添票を首から下げるなどして、常時携帯してください。 

 
＜再発行について＞ 
 
大会当日「ＩＤカード」・「写真」を紛失および忘れた場合は、受付のＩＤ再発行デスクにて、
再発行の手続きをします。 
なお、再発行料として「ＩＤカード」５００円、「写真」５００円が必要となります。 

 
 
 
 
 



＜参加賞・公認記録証・プログラムの受け渡しについて＞ 
 
２階受付にて、チーム責任者が『チーム受付票』に必要事項を記入し提出をすると、チームご
とにまとめて参加者分の「参加賞」「公認記録証」「プログラム（事前予約分）」をお渡しいた
します。２階正面入口よりＩＤカード（付添証）提示の上入場してください。 

 
＜競技進行の確認＞ 
 
競技の進行は予定より早くなったり、遅くなったりする場合があります。 
競技進行は、その時に実施されている種目と組を、大型電光表示装置に表示します。必ずご確
認の上、招集受付の遅れのないように注意してください。また、ご自分の出場種目の組とレー
ンを必ずご確認ください。 

 
＜２０年連続出場・１０年連続出場表彰について＞ 
 
２０年連続出場・１０年連続出場者の表彰は２９日（土）の男子５０ｍバタフライ終了後に実
施いたします。別途、ご案内しました通り、表彰式出席の方には（表彰式への出席を申請した
方）、当日のご案内をお送りいたします。内容をご確認のうえ、（当日（２９日）１０：３０ま
でに「２階受付」へ出欠確認書を提出し、「受付票」をお受け取りください。その「受付票」
をお持ちのうえ、１１：３０までに飛込みプール（本部席側）の横にご集合ください。（なお、
第 1 次招集受付を行っていない方は、表彰式に参加できなくなりますのでご注意ください。） 

 
＜前日からの場所確保に入場口に並ぶのは禁止です！＞ 
 
治安上の問題や近隣住民の方のご迷惑になります。場所確保のために入場口に並ばれる場合は、 
当日の朝５時以降にてお願いいたします。また、各チームご協力のうえ、並ぶようにお願いい
たします。 

 
＜５０ｍ種目出場の選手への連絡＞ 
 
５０ｍ種目出場選手のＩＤカードは、レース終了後、指定の場所にＩＤカードを取りに行くよ
うにしてください。取り忘れたＩＤカードは２階受付でお預かりしています。 
 

＜身体障がい者の方の参加について＞ 
 
マスターズ水泳は、健常者の競技規則の為、障がいにより泳法違反になる可能性がある場合は、 
必ず大会へのエントリー時または大会当日に、２階受付で事前申請をしてください。事前申請
なしに出場されると失格になる場合があります。また、選手に介助が必要な場合は、チームか
ら１名介助者を付けてください。介助者は、招集席から選手席まで帯同することはできますが、
スタートの助けはできません。（水中に一緒に入る事は不可）ゴール後は、役員の指示を優先
し介助してください。特に規定の申請書はありませんが、チーム名・名前・年齢・出場種目・
障がいの状況についてチーム責任者が記載し、提出してください。 
 

＜スタート台について＞ 
 

今大会では、バックプレート付のスタート台を使用いたします。審判長の笛の合図後にバッ
クプレートの調整を行うことは、競技進行の妨げになるので禁止とします。バックプレートの
調整は、選手席に入った後直ちに行ってください。審判長の笛の合図後にバックプレートの調
整を行い、そのことで競技を遅延させた場合は、インターフェア行為と判断をして失格になる
場合がありますのでご注意ください。 
背泳ぎのスタートはバックストロークレッジを使用できます。バックストロークレッジの調

整は、選手席に入った後直ちに行ってください。使用しない方は、折り返し役員に使用しない
旨をお伝えください。 

 
＜入場時の注意＞ 
 
入場口で並ぶ場合は、当日の朝５時以降となります。朝５時以前に待機が見られた場合は、大
会役員により退去を命じさせていただきますので予めご了承ください。入場時には、選手入口
とＩＤ発行入口とチーム受付の３列に分かれています。入場の際は、ＩＤの確認をする関係で
２列でご入場をお願いします。館内は絶対に走らないで歩いてください。 

 
＜場所取りは禁止＞ 
 
観覧席での場所取りはできません。イスの上や横に、「チーム名入りの紙等」「荷物等」を置い
ている場合は場所取りと判断いたします。この場合は、会場係が注意しますので指示に従って
ください。観覧席裏側通路のへこみ部分へのシート敷きは可能ですが、非常口の避難通路には
シート敷き・場所取りは禁止です。 
 
 



日本ガイシアリーナ使用の注意事項 
 

 開場時の注意  
・ 選手および付添者の入退場は、会場２階正面入口より行います。入退場時に「ＩＤカード・

付添票」をご提示ください。提示いただけない場合は入場できませんのでご注意ください。 

・ 開場時チーム関係者の方が場所取りのために会場内を走るのは大変危険です。絶対におや

めください。毛布・シート・荷物等による観覧席の場所取り（イスの確保）も禁止です。 

・ 前日から受付入場口に並ぶことはできません。（当日の朝５時以降） 

 

 プール・観覧席の利用について  
 

１． 更衣室へは、休憩コーナー横にある階段、西側観覧席通路中央付近にある階段を利用して１

階へ降りてメインプール更衣室サブプール更衣室入口へお進みください。プールサイドへは、

メインプール更衣室奥より入場できます。 

２． プールサイド、サブプール、更衣室は素足でご使用ください。サンダル等の履物は禁止です。 

競技役員をお手伝いいただける方は、プールサイド内での白色の上靴は許可されますが、サ

ンダルは禁止となっていますのでご注意ください。 

３． 飲食について 

プールサイド・観覧席での飲食は禁止となります。飲食は休憩コーナーでお願いいたします。 

４． 更衣室ロッカーについて 

男女メインプール、サブプール更衣室ともロッカーを開放しております。ただしロッカーは

数に限りがありますので、少人数チームを優先していただき、譲り合ってご使用ください。 

尚、カギの紛失・破損の場合は、５０００円をお支払いいただきます。 

５．会場施設 

観覧席の最前列は転落防止のため立ち上がっての応援は禁止といたします。 

観覧席での更衣、並びに、水着姿での通行も禁止です。更衣室での更衣にご協力ください。 

救護室は大会本部横にあります。 

観覧席裏側通路のへこみ部分へのシート敷きは可能ですが、非常口前へのシート敷き・場所

取りは施設利用上禁止です。 

観覧席通路にある防火壁の扉を押したり、前で立ち止まったり、荷物を置いたりしないよう

にお願いします。また、防火扉に触れると警報が鳴りますので触れることのないようお願い

いたします。 

６．その他 

観覧席等は、各チームとも譲り合って利用してください。また、競技役員の指示に従ってく

ださい。 

ごみ等は、各自お持ち帰りください。 

その他、次のことを禁止します。 

① 火気の使用。 

② 指定場所以外での喫煙。（館内は禁煙です。） 

③ 会場内外でのテープ類、くぎ、画びょう等の使用。 

④ ビン類、カン類、アルコール類およびチューインガム等の会場内への持ち込み。 

⑤ 会場内電源を使用し、電気機器を充電すること。 



◆参加者の皆さんへ必ずお渡しいただくかご一読ください 

 

（公財）日本水泳連盟医・科学委員会 

 日 本 水 泳 ド ク タ ー 会 議                

（一社）日 本 マ ス タ ー ズ 水 泳 協 会              

 

事故が起こってからでは遅すぎる・・ 

「レース前の安全確認」 
 

 

 ここ半年、マスターズ水泳での重大事故が見られます。選手の過信や無理から起こっています。

健康な人でも、体調は日によって違うものです。睡眠不足、二日酔い、風邪ひきなどがあるとな

おさら。泳ぐ前には身体の調子を自分で確かめましょう。そして、ちょっとでもおかしいと感じ

たら、迷わず棄権しましょう。以下の項目に１つでも当てはまる場合は、事故が起こってもおか

人人しくありません。棄権をお勧めします。マスターズ を長く続けるために！ 

 

 

＜大会までの体調は大丈夫ですか？＞ 

１． 定期的な練習を必ずしましょう。練習をせずいきなり大会に出場すると思わぬ事故が待っ

ています。日頃の練習あってこそ楽しいレースができます。 

２． 人生特に風邪、睡眠不足、二日酔い、疲労には気をつけて規則正しい を心がけてください。 

 

＜レース前に守っていただきたいこと！＞ 

１． アルコールは禁物。前日飲み過ぎると血液の濃度が高くなり、普段よりレース中の心拍数

と血圧が上がります。また、血液が濃くなり、時には障害や事故が起こります。 

２． 睡眠不足も同じこと。まずはベストの体調で出場してこそ、楽しくそしてベストタイムに

つながります。 

３． 事故予防標語「マスターズキーワード９」の実践をお願いいたします。 

 

＜レース当日の体調確認＞ 

１． 準備体操・ウォーミングアップは、十分に。 

２． タイム、順位にこだわらず、マイペースで無理せず泳ぎましょう。 

３． もし体調が悪い時は、棄権しましょう。 

４． レースが終わった後も、必ずクーリングダウン。水に体を浮かせ、ゆっくり泳ぎましょう。 

５． 水分不足に注意。長い時間屋内プールにいると、結構汗をかいているものです。こまめに

水分をとりましょう。 

 

＜こんな時は要注意！＞ 

◎ 呼吸が苦しい、胸が苦しいとか痛い、疲労感（体がだるい）、めまい吐き気、筋肉・関節の

痛み等がある時は、無理せずレース前に必ず医務室でドクターに相談し棄権してください。 

 

＜安全なスタートを！＞ 

◎マスターズ水泳のスタートは、①スタート台上、②スタート台横、③水中からのスタート 

が許されています。初めて競技に出場する選手や飛込みの練習をしていない選手は、安全面

から、スタート台横や水中からのスタートを勧めます。安全な飛込みを理解の上、出場をお

願いいたします。 

 

 

「✚ 救護室」は、本部席横にあります。 
ドクターおよび看護師が、待機しております。当日の体調相談もＯＫです。 
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