
第１2回関東オープンフィンスイミング大会 開催要項 

（ワールドカップマスターズ選考対象大会） 

 
【趣  旨】 フィンスイミングの競技力向上、及び生涯スポーツとして普及振興を図る 

【主  催】 一般社団法人日本水中スポーツ連盟 

【主  管】 千葉県水中スポーツ連盟（日本水中スポーツ連盟千葉県支部） 

【助  成】 独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興くじ助成事業 

【期  日】 2016 年 1 月 30 日（土） 

【会  場】 千葉県国際総合水泳場 25m×8 レーン（千葉県習志野市茜浜 2-3-3） 

【種  目】 JUSF 短水路公認競技種目 および 本大会オリジナル種目 

 25m 50m 100m 200m 400m 800m 
4×50m 

リレー 

アプニア ○ ○      

サーフィス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ビーフィン ○ ○ ○  ○  ○ 

CMAS ビーフィン  ○ ○ ○    

フィンスイミング 25m30 秒レース、メドレーリレー 

【競技方法】 

(１) 2015 年世界水中連盟競技規則及びフィンスイミング大会実施基準を適用するほか、 

本大会の特性に合わせた申し合わせ事項により実施する。 

(２) いずれの競技も男女別に、女子・男子の順に行う。 

但し、参加人数によって、男女同一レースとする場合がある 

(３) 全種目タイムレース決勝で行う 

(４) 年齢区分によるレースの組み分けは行わない 

(５) CMAS ビーフィン種目は CMAS ビーフィン規定に則り実施する 

(６) 400m、800m 種目についてはデッキシーディングを行う場合がある 

(７) 50m アプニアはジュニア区分のエントリー不可 

(８) ｢フィンスイミング 25m30 秒レース｣｢フィンスイミングメドレーリレー｣に関する 

詳しい説明は別紙『関東オープン大会オリジナル企画』参照 

【競技順序】

 〔開会式〕 

 ① 50m    サーフィス 

 ② 50m     CMAS ビーフィン 

 ③ 800m     サーフィス 

 ④ 100m   ビーフィン 

 ⑤ 200m     CMAS ビーフィン 

 ⑥ 25m     ビーフィン 

 ⑦ 25m     アプニア 

 ⑧ 25m     30 秒レース 

 ⑨ 200m     サーフィス   

⑩ 4×50m ビーフィンリレー 

昼休み 

⑪ 100m サーフィス 

⑫ 100m CMAS ビーフィン  

⑬ 50m ビーフィン 

⑭ 25m サーフィス  

⑮400m ビーフィン 

⑯50m アプニア  

⑰400m サーフィス 

⑱4×50m サーフィスリレー 

⑲ フィンスイミングメドレーリレー 

〔閉会式〕

 



 

【参加資格】 

(１) 本大会はオープン大会のため、競技者登録の有無に関わらずフィンスイミングに興味 

のある団体・個人の参加を広く歓迎する。但し、未登録者の記録に関しては、順位は 

表彰の対象となるが、記録は参考記録となり公認されない。記録の公認を望む場合、 

大会前に連盟への登録が必要である 

(２) 誓約書の提出を必須とし、出場種目を確実に泳ぎきれる泳力を有する者 

(３) 大会中の写真・ビデオ撮影等により発生する肖像権および映像権を日本水中スポーツ 

連盟に委譲し、マスコミ等の取材に対しその対価等を要求しないことを約束できる者 

【年齢区分】 

以下の区分とする。（2016 年 12 月 31 日時点の年齢で区分）           (歳) 

J2  ～11 S1 18～20 S5 35～39 V1 50～54 V5 70～74 

J3 12～13 S2 21～24 S6 40～44 V2 55～59 V6 75～   

Y1 14～15 S3 25～29 S7 45～49 V3 60～64   

Y2 16～17 S4 30～34   V4 65～69   

J : ジュニア   Y : ユース   S : シニア   V : シルバー（ベテラン） 

【表彰規定】 

(１) 各種目、各年齢区分の１位～3位には表彰状を贈る 

①  個人総合 ② 年齢区分別個人 ③ リレー 

(２) 参加選手全員に、関東オープンオリジナル参加賞を贈る 

(３) 今大会に多いに貢献した個人（団体）に特別賞を贈る 

【（参考）ワールドカップマスターズ代表選手選考】 

(１) 選考は、CMAS の年齢区分※1によって行う 

※1：29～34 歳、35～44 歳、45～54 歳、55～64 歳、65 歳以上 

(２) 選考は、3 月開催予定のジャパンオープンマスターズ大会の結果も対象に行う 

(３) 選考結果は、ジャパンオープンマスターズ大会後に発表予定 

(４) ワールドカップマスターズ大会実施種目は以下のとおり 

 [サーフィス] 50m、100m、200m、4×100m リレー※2 

 [CMAS ビーフィン] 50m、100m、200m、4×50m リレー※2 

 [アプニア] 50m 

  ※2：各リレーは、4 人の合計年齢が 140～216 歳、217 歳以上の 2 区分 

【オリジナル企画】 

(１) プログラムナンバー抽選会 

【申  込】 

提出物①～⑤を E-mail、FAX、郵送のいずれかにより、一般社団法人日本水中スポーツ連盟

へ提出のこと（参加費は事前に振込を済ませておくこと） 

(１) 参 加 費 参加協力金    １人     500 円 

個人種目参加費  １種目  2,000 円 

リレー参加費   １チーム 3,000 円 

(２) 振 込 先 西京信用金庫 本店営業部 (さいきょうしんようきんこ) 

普通預金  ３１４２８１３ 

口座名義：一般社団法人日本水中スポーツ連盟 

(３) 提 出 物 ①参加申込書   ②大会参加費振込内訳書  ③誓約書 

④審判員参加用紙 ⑤広告用版下（名刺サイズ） 

尚、③は E-mail(PDF、JPEG)、郵送のいずれかにより提出のこと 

(４) 申込期間 ２０１５年１１月３０日（月）～１２月１２日（土）【必着】 

（※ システム業者に委託するため、遅延は認められない） 



 

(５) 提 出 先 ＜E-mail＞ info@jusf.gr.jp 

＜ＦＡＸ＞ ０３－６８６６－９９９４ 

＜郵送先＞ 〒160-0022 

東京都新宿区新宿 4-3-17FORECAST 新宿 SOUTH6F 

   一般社団法人日本水中スポーツ連盟 

      （第 12 回関東オープンフィンスイミング大会申込係） 

【問合せ先】 一般社団法人日本水中スポーツ連盟 事務局 

    ＜ＴＥＬ＞ ０３－６８６２－６１９５  （FAX、E-mail は上記参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
郵送の際封筒にお貼り下さい       

 

 

〒１６０－００２２ 

東京都新宿区新宿 4－3－17 

FORECAST 新宿 SOUTH6 階 

一般社団法人日本水中スポーツ連盟  行 
 

    （第 12 回関東オープンフィンスイミング大会申込書在中） 

お 願 い 

スムーズな競技会運営の実施に際し、各団体 1 名以上の競技役員の派遣について、 

ご協力をお願いいたします。 

大会申込書とともに、競技役員届出書のご提出をよろしくお願いいたします。 

大会実行委員長 


