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第２３回 湘南スイムミート平塚(2022湘南マスターズ) 開催要項 

 

主 催 平塚水泳協会 

後 援 平塚市・平塚市教育委員会・平塚市スポーツ協会（申請中） 

日 時 ２０２２年１１月２０日（日）  開  場  ８：４５ 

競技開始 １０：３０（予定） 

終  了 １７：００（予定） 

会 場 平塚総合体育館温水プール    (公認 25ｍ×8レーン) 

平塚市大原１－１        電話 ０４６３－３５－２２５５ 

交 通 ＪＲ東海道線平塚駅北口下車  バス７番線乗車「共済病院前・総合公園西」徒歩３分 

詳細 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/koen/page-c_00806.html 

（総合公園ホームページ） 

１．参加資格 

（１）自己の健康に責任の持てる男女で、定期的（週１回以上）に競泳の練習をしている者。 

中学生以下は保護者の同意の下に参加する。 

高校生以下はチーム（学校及びスイミング等）からの参加のみとする。 

（２）年齢は暦年齢とする(令和４年 12月 31日現在の満年齢)。高校生以下は、学齢とする。 

（３）対象地域：神奈川県平塚市・茅ケ崎市・藤沢市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・ 

横須賀市・三浦市・大磯町・二宮町・小田原市・真鶴町・湯河原町・南足柄市・伊勢原市・

秦野市・厚木市・海老名市・座間市 

２．種  目 １５種目 

種目 距離 

自由形（男・女） ２５ｍ・５０ｍ・１００ｍ 

背泳ぎ（男・女） ２５ｍ・５０ｍ・１００ｍ 

平泳ぎ（男・女） ２５ｍ・５０ｍ・１００ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ（男・女） ２５ｍ・５０ｍ・１００ｍ 

個人メドレー（男・女） １００ｍ 

フリーリレー（男・女・混合） ４×５０ｍ 

メドレーリレー（男・女・混合） ４×５０ｍ 

３．競技順序 

１. １００ｍ自由形 ６. ４×５０ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 11 ５０ｍ自由形 

２. １００ｍ背泳ぎ ７. ２５ｍ背泳ぎ 12. ５０ｍ背泳ぎ 

３. １００ｍ平泳ぎ ８. ２５ｍ自由形 13. ５０ｍ平泳ぎ 

４. １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ９. ２５ｍ平泳ぎ 14. ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

５. １００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 10. ２５ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 15. ４×５０ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/koen/page-c_00806.html
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４．出場制限 

（１）個人種目は、一人２種目または３種目エントリーすること（１種目のエントリーは認めな

い）。ただしリレーは除く。 

（２）リレー種目は、各チーム、男女混合各年齢区分１チームとする。複数チーム参加する場合

はＡ、Ｂ、Ｃ…とチーム名末尾にアルファベットを記入する。 

（３）リレー種目出場者は、必ず個人種目にエントリーした者で、そのエントリーしたチームか

らの出場に限る。また、同一リレー種目には（混合種目を含め）複数出場できない。 

（４）混合リレー種目は、男女各２名でのチーム編成とする。 

（５）リレー種目出場者は、必ず飛び込みが出来る選手とすること（第一泳者を除く）。 

（６）リレー種目は年齢区分を超えて出場できない。 

（高校生が 119以下に出場等） 

 

５．年齢区分 

（１）個人種目 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 小低 小高 中学 高校 １８ ２５ ３０（５歳毎）… ８５以上 

年齢 

１年 

～  
３年 

４年 

～  
６年 

１年 

～  
３年 

１年 

～  
３年 

１８ 

～  
２４ 

２５ 

～  
２９ 

… 

～  
… 

８５ 

～  
 

（２）リレー種目 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 小学生 中学生 高校生 119以下 120 160 200 240 280以上 

年齢 小学生 中学生 高校生 

72 

～  
119 

120 

～  
159 

160 

～  
199 

200 

～  
239 

240 

～  
279 

280 

～  
 

 

６．競技方法 

（１）スタートについては、（一社）日本マスターズ水泳協会競泳競技規則を適用する。 

（２）すべて男女（リレー種目は男女混合）別、種目別、年齢区分別のタイム決勝とする。 

（３）２５ｍ背泳ぎは、手動計時とする。 

（４）競技成立後、横退水を原則とする。 

 

７．表  彰 

（１）出場選手全員に記録証を授与します。 

（２）個人種目・リレー種目の男女混合別・年齢区分別の優勝者に賞状を授与します。 

 

８．健康管理 

（１）新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、健康チェックシート（１４日間の検温記録・

健康状態）の提出が必須です。 

（２）参加者の健康管理は本人の責任とし、各自で十分留意すること 

（３）各チームは所属する参加者について次のことを確かめること 

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競技会当日より前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 
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ただし応急処置は行います。 
 
９．申込方法 

（１）平塚水泳協会ホームページ（http://swimhiratsuka.web.fc2.com/）から大会規定申込用紙 

（エクセルファイル）をダウンロードして必要事項をご記入いただき、メール

（swimhiratsuka@yahoo.co.jp）にファイルを添付して申し込むこと。 

①申込後のエントリー変更、追加、キャンセル等につきましては、受付をいたしませんので

ご注意ください。（メール送信は１回に限ります。） 

②選手名、生年月日、性別、エントリータイム、種目、距離のデータを必ず記入すること。 

③メール本文に「チーム名称」「チーム略称（全角６文字以内）」「連絡先責任者名」 

「連絡先電話番号」を記載すること。 

④当方からエントリーシートの「受理確認」返信メールを発信します。 

⑤「開封済みメッセージの要求」の確認オプションを付けて送信を推奨します。 

⑥申込受付は、令和４年９月１２日（月）午前１０時からとします。これ以前に送付しても

無効となります。 

（２）申込締め切り  令和４年１０月９日（日）２４時まで（必着厳守） 

定員 ３２０名 定員（エントリーシートメール先着順。）に達した段階で締め切ります。 

（３）参加費     個人種目（１種目）  １，０００円 

           リレー種目（１種目） １，６００円 

           コロナ対策費（１人）   ２００円 

参加費の支払い 下記の口座へ振り込むこと。振込名義はチーム名（個人参加の場合は個

人名）とすること。（チーム名でないと入金確認が出来ません。） 

支払期限    エントリーシートの受理確認メール送付後３日以内に入金すること。 

入金確認ができない場合、次のチームを繰り上げます。 

〔ゆうちょ銀行で振込の場合〕 〔ゆうちょ銀行以外の金融機関で振込の場合〕 

ゆうちょ銀行 

加入者名義 平塚水泳協会 

口座番号 00290-7-50061 

銀行名     ゆうちょ銀行 

金融機関コード 9900 

店番      029 

預金種目    当座（普通ではありません） 

店名      〇二九店（ゼロニキユウ店） 

口座番号    0050061 

※エントリー後の返金は一切できません。新型コロナウイルス感染症拡大により大会中止

の場合は、支出済経費や振込手数料等を除き残額がある場合、返金します。 

※領収書は振込票の控えとします。 

 

１０．その他 

（１）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は、競技会のプログラムやランキングの作成を含み競技会

運営を円滑に行うために必要なものだけに使用し、その他の目的には使用、提供はいたしま

mailto:swimhiratsuka@yahoo.co.jp
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せん。なお、競技結果等はインターネット上に公開しますので予めご了承ください。不要に

なったチームおよび個人情報書類は責任をもって破棄いたします。 

（２）競技役員について 

大会運営にご協力をお願いします。参加チーム内で選手として出場しない方がいましたら

競技役員のご協力をお願いします。協力ができる方は、競技役員氏名をメール本文に記入く

ださい（競技役員は原則交代制ではないため、競技中はチームの対応はできません。） 

（３）選手控え場所は、二次要項で指定場所を通知します。 

（４）大会当日、悪天候や災害等、予測できない状況でやむを得ず大会が中止になった場合は、

申込金の返却は致しません（プログラム申込チームには後日プログラムを送付します。）。 

（５）大会結果については、平塚水泳協会のホームページに掲載いたします。 

（６）大会会場での障害等につきましては応急手当を致しますが、それ以降につきましては参加

者自身の責任で処理をお願いします。 

（７）入場制限について 

会場に入場できる方は、①大会役員・競技役員②競技に出場する選手（選手兼チーム責任者

を含む）③事前に申請した付添とします。 

なお、付添は、選手 10名未満のチームは１名、10名以上のチームは２名以内とします。た

だし、小学校低学年５名につき付添１名を追加できます（付添の最大は通常の付添を含め４

名まで）。 

事前申請は申込メール本文に付添者氏名を記載してください。後日、ＩＤを送付します。な

お、ＩＤは健康チェックシートの「チームＩＤ－選手番号」欄に記載してください。 

なお、上記該当者であっても「健康チェックシート」の提出が無ければ入場することはでき

ません。会場内では「健康チェックシート」を首から下げてください。首から下げるホルダ

ーは各自ご用意下さい。 

（８）ビデオ・写真撮影は、３密回避のため不可とします。 

（９）競技用プールの水深は２ｍです。２レーンごとに水深台があります。アッププールの水深

は、１．４ｍです。 

（10）水着の着用基準は、一般社団法人日本マスターズ水泳協会の取り扱いを適用します。 

（11）プログラムは事前申し込みで受付の上、有償販売致します。（販売価格 １部 ５００円） 

エントリーシートに購入部数を入力してください。ただし、新型コロナウイルス感染症の状

況によって、当日販売を行う場合があります。 

（12）個人での参加の場合、プログラム上のチーム名は平塚水泳協会とします。 

（13）二次要項、タイムスケジュール、健康チェックシート等の詳細事項は、エントリー確定後

にメールで送付するほか、平塚水泳協会のホームページに掲載するので確認すること。 

（14）本競技会の実施可否は、関係機関の方針に従い慎重に判断します。 

本競技会の情報は随時、平塚水泳協会のホームページに掲載しますのでご注意ください。 

（15）競技会参加に当たっては、要項・二次要項等に記載される注意事項や感染症予防ガイドラ

インの遵守をお願いします。 

（16)大会後 14日以内に「新型コロナウイルス感染症」を発症した場合は、主催者に対して速や
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かにチーム責任者又は本人から連絡すること。 

（17）入場した後、退館できるのはお帰りの時となります。昼食や飲物を買いに行く等で館外へ

出ることはできませんので、ご了承ください（他の競技が行われていても、ご自身の種目が

終わって帰ることは可能です）。 

 

１１．参 考 （一社）日本マスターズ水泳協会競技規則（一部抜粋） 

（１）スタートについて（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、台下（プ

ールデッキ）、水中（プール壁）の何れからでもできる。 

ｂ．審判長の長いホイッスルによりスタート台（台下）に上がった競技者は、スタート台

（プールデッキ）前方に少なくとも一方の足の指を掛けなくてはならない。 

ｃ．水中からスタートする選手は、審判長の長いホイッスルによって水に入り、直ちにス

タート用グリップを片手または両手で持ち両足を壁につける。 

（２）背泳ぎについて(MSW6) 

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。折返しの間、お

よびスタート後、折返し後の壁から１５ｍ以内の距離では、身体は完全に水没しても

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。 

ｂ．折返しの動作中は、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。 

（３）平泳ぎについて 

ａ．スタートおよび折返し後の一かき目は、完全に脚のところまで行うことができ、この

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一回許される。 

ｂ．折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。折返しおよびゴールタッチ直前は足のけりにつ

ながらない腕のかきだけになってもよい。 

（４）バタフライについて 

ａ．全ての足の上下運動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けりが許され

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け

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けりも許さ

れる。 

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。 

ｃ．泳者はスタートおよび折返し後は、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。スタートおよび折返しの後、身体は完全に水没してもよいが、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。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。 

以 上 


