第３回岩手県パラ水泳記録会
兼 岩手マスターズ水泳記録会
開催要項
1．主

催

一般社団法人岩手県水泳連盟、一般社団法人岩手県障がい者スポーツ協会

2．共

催

東北身体障がい者水泳連盟、ＮＰＯ法人岩手マスターズ水泳協会
公益財団法人盛岡市スポーツ協会

3．主

管

東北身体障がい者水泳連盟、一般社団法人岩手県水泳連盟
ＮＰＯ法人岩手マスターズ水泳協会、ＮＰＯ法人盛岡市水泳協会

4．協

賛

合資会社盛岡ＳＳ

5．期

日

令和 4 年 11 月 27 日（日）

6．会

場

盛岡市立総合プール 25ｍ×8 レーン
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮 5-3-1

7．競技種目（男女共通）
県パラ水泳

①肢体

②視覚

③聴覚

④知的

マスターズ

マスターズ（MS）

自由形

25ｍ、50ｍ、100ｍ

背泳ぎ

25ｍ、50ｍ、100ｍ

平泳ぎ

25ｍ、50ｍ、100ｍ

バタフライ

25ｍ、50ｍ、100ｍ

個人メドレー

100ｍ、200ｍ

ＦＲ

4×50ｍ

ＭＲ

4×50ｍ

8．出場制限

⑤精神

⑥その他

１人２種目以内

9．日
程
(1)開
場
7：45 （ウォーミングアップ 8:00～9:30）
（クラス分け；前日もしくは、当日開場後に行います。事前に相談すること。）
(2)競技役員打合せ
9:30
(3)競 技 開 始
10:00
※参加申込状況により、日程を変更する場合があります。2 次要項にて公表いたします。

10．競技方法
(1)対象者により世界パラ水泳連盟（ＷＰＳ）競技規則及び全国障害者スポーツ大会競技規則及び
一般社団法人日本マスターズ水泳協会競技規則に則り行います。
(2)競技はすべてタイムレース決勝とします。
(3)種目が同じであればクラス区分が違っても同時にレースを行う場合があります。
11．参加資格
(1)県パラ水泳記録会は、県内在住で小学生以上の身体・知的・精神に障がいのある者とします。
(2)マスターズ記録会としての出場の方は 18 歳以上の県内在住者とします。（高校生不可）
県外からの参加は不可とします。
(3)定期的に競泳の練習を行っている方とします。
12. 参 加 費
個人種目

1 種目 1,500 円（２種目まで参加可）

リレー

1 種目 2,000 円

13．申込方法
【パラ水泳記録会参加選手】
(1)提 出 書 類；①申込書＆同意書、②事業参加時の体調チェックシート(大会当日提出)
(1)提 出 書 類；③介助者申請書、④申込総括表
※上記③は更衣室、プール及びプールサイドにて介助が必要な方のみ提出願います。
(2)申 込 方 法；上記①、③、④の書類を郵送又は下記メールアドレスに添付して申込み願います。
一般社団法人岩手県障がい者スポーツ協会 担当：三浦、小坂
〒020-0831

岩手県盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手内

E-mail：info@iwate-adaptive.or.jp
※但し、上記③については、必要な方のみ提出願います。
(3)申 込 期 間；令和 4 年 10 月 16 日（日）必着
(4)振

込 先；銀行名：北日本銀行都南支店（店番 066）
種類：普通

口座番号：７１４４０４９

名義：一般社団法人岩手県障がい者スポーツ協会代表理事
藤井 公博（ふじい きみひろ）
【岩手マスターズ水泳記録会参加選手】
(1)提 出 書 類；①申込書＆同意書、②事業参加時の体調チェックシート(大会当日提出)
④申込総括表
(2)申 込 方 法；上記①、④の書類を下記メールアドレスに添付して申込み願います。
NPO 法人岩手マスターズ水泳協会 小原 良一
E-mail： r_obarams@yahoo.co.jp ※メールのみの申込とします。
(3)申 込 期 間；令和 4 年 10 月 16 日（日）必着
(4)振

込 先；銀行名：北日本銀行都南支店（店番 066）
種類：普通

口座番号：７１４４０４９

名義：一般社団法人岩手県障がい者スポーツ協会代表理事
藤井 公博（ふじい きみひろ）
※個人またはチーム名で振り込みください。また入金された参加料は、返金いたしません。

14．その他
(1)エントリータイムは、必ず記入してください。
※自己記録が不明な場合、当日の予想タイムや目標タイムをご記入願います。
(2)本大会はホームページ、フェイスブック等に競技結果、競技風景等を公開いたします。
あらかじめご了承ください。
(3)各選手は各自、健康・安全管理に十分配慮すること。主催者においては、参加選手及び役
員・ボランティアの普通傷害保険（レクリエーション保険）に加入し、当日の傷病等に対し
ては、応急処置のみ行います。
(4)申込書等に記載された個人情報につきましては、競技のプログラムやランキングの作成を
含み競技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
しません。
(5)記録証を発行いたしますのでお帰りの際にお持ち帰りくださいますようお願い致します。
※郵送希望の場合は別途郵送料を頂戴いたします。
(6)本記録会は無観客での実施予定です。選手、監督、コーチ、介助者以外の館内への入場は
出来ません。
(7)別紙『新型コロナウイルス感染症感染防止のための注意点及び参加条件』をご確認の上ご
了承いただきお申し込みくださいますようお願いいたします。
(8)本要項の内容に変更があった際には、一般社団法人岩手県障がい者スポーツ協会および
一般社団法人岩手県水泳連盟ホームページに掲載いたしますので、随時確認するようお願い
いたします。
(9)今記録会は２０２２秋季東北パラ水泳記録会と同時開催いたします。
(10)参加チームは、帯同役員の協力をお願いします。※交代でも可能です。
15．競技順
※参加申込状況により、競技順を変更する場合があります。
※変更があった場合はホームページに掲載いたします。
1 4×50ｍＭＲ

7 25m 平泳ぎ

13

100m 個人メドレー

2 200m 個人メドレー

8 25m 背泳ぎ

14

25m バタフライ

3

50m 平泳ぎ

9 100m 平泳ぎ

15

25m 自由形

4

50m 背泳ぎ

10 100m 背泳ぎ

16

200m 自由形

5

50m バタフライ

11 100m バタフライ

17

4×50ｍＦＲ

6

50m 自由形

12 100m 自由形

16．お問合せ先
※下記、メールアドレスにてお問合せ願います。
【岩手県パラ水泳記録会について】
〒020-0831

盛岡市三本柳 8-1-3

一般社団法人岩手県水泳連盟
E-mail：naka_isr_n2@yahoo.co.jp
【岩手マスターズ水泳記録会について】
NPO 法人岩手マスターズ水泳協会
E-mail： r_obarams@yahoo.co.jp

≪

新型コロナウイルス感染症感染防止のための注意点及び参加条件 ≫

本記録会主催者ではコロナ禍での開催にあたり、感染防止対策を万全に皆様に安全に参加頂きたいと考え
ております。
つきましては、本記録会への参加にあたり、下記事項について同意・了承の上、お申し込み及びご参加く
ださいますようお願いいたします。
また、下記事項以外にも感染防止対策に積極的にご協力くださいますようお願いいたします。
【本記録会への参加条件】
（１）下記の方は入場及び競技出場ができません。また、来場もお控えください。
①大会直前１０日間及び当日において下記事項に該当する方。
・37.5℃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
・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別紙体調チェックシートを当日入場時に提出されない方。
③主催者の定める入場対象者以外の方。
④マスクを着用されていない方。
⑤主催者の定める感染防止対策に協力いただけない方。
（２）大会参加中は以下についてお守りください。
①選手以外の方で入場される場合は必ず事前に申告の上、当日別紙健康チェックシートの提出を
お願いいたします。
②入水時以外はマスクの着用をお願いいたします。
③会場内では常にソーシャルディスタンスを保つようお願いいたします。
④応援や声援、対面しての会話はご遠慮ください。
（３）大会の中止及び開催内容の変更について
①国・都道府県等において、イベント等の自粛要請が発令され、開催会場が閉鎖した場合は中止
する場合もあります。
②開催期間までに、感染拡大防止のガイドラインに変更があった場合、最新の情報に沿った形の
防止対策に変更いたします。

