
 

第 5回フィンスイミングデー in 町田市立室内プール 

第11回日本学生選手権大会＆第4回ジャパンオープンマスターズ 

3月 15日（日）町田市立室内プールで開催 

 

第 11回フィンスイミング日本学生選手権大会 

開 催 要 項 

≪趣旨≫  フィンスイミングにおける学生クラブの交流による活性と学生選手育成を目的に本大会

を 実施する。 

≪主催≫  特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟（普及教育委員会） 

≪公認≫  特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

≪日時≫  2015 年 3 月 15 日(日) 9 時 00 分～12 時 00分（9時集合、10 時開会式） 

≪場所≫  町田市立室内プール 

      https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/sport/sport04.html 

≪参加資格≫１ 2014 年度、日本水中スポーツ連盟登録団体に在籍し、競技者登録している大学 

（大学院）の学生とする。 

        ※学生に限り、2つの団体に二重個人登録可能。（主登録・副登録） 

         （例）主登録：○○スイミングクラブ、副登録：■■大学） 

      ２ 参加者は全て、日本水中スポーツ連盟発行の誓約書を提出すること。 

      ３ 参加者全員が審判員（計時員等）としても参加し、大会運営に協力すること。 

また午後に開催されるオープンマスターズ大会の審判員（計時員等）に協力すること。 

      ４ 参加団体名は、学校名のみ可とする。 

≪表彰≫  団体総合優勝チームのみ賞状を贈る。各種目の優勝者には、賞状を贈る。 

≪競技方法≫2014 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し、本大会 

申し合わせ事項・選手注意事項により実施する。 

      「申し合わせ事項」 

ビーフィンは、CMAS ビーフィン競技のみとする。 

CMAS 認定ビーフィン NAJADE MURENO 

以下の材質、サイズのビーフィンは使用可 

ゴム、プラスチック製：使用可 

適合サイズ（長さ×幅：670mm×225mm） 

FRP 製：使用不可 

 



 

≪ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ≫ 〔開会式〕 

1. 4×50mCMAS ビーフィンリレー 

2. 800ｍサーフィス 

3. 100m サーフィス 

4. 100mCMAS ビーフィン 

5. 50m アプニア 

6. 400m サーフィス 

7. 200mCMAS ビーフィン 

8. 50mCMAS ビーフィン 

9. 50ｍサーフィス 

10. 200m サーフィス 

11. 4×50ｍサーフィスリレー 

 

 〔閉会式〕 

 

≪参加費用≫ ・団体参加費（１校）      5,000 円  

       ・個人参加費（１種目につき）  1,000 円  

       ・リレー  （１種目につき）  2,000 円  

 

≪振込口座≫  三井住友銀行 麹町(コウジマチ)支店 普通預金 8675689 

        口座名 特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

※参加費は、この口座のみ受け付ける。 

≪申込方法≫  登録団体へ送付する正式要項に従い、添付の申込書、振込内訳表を E-mail  (PDF、

JPEG)、FAX、郵送のいずれかにより、誓約書を E-mail  (PDF、JPEG)、郵送のい

ずれかにより連盟事務局へ提出のこと 

        参加費は事前に振込を済ませておくこと 

≪申込締切≫ 2015 年 2 月 27 日(金)  必着 

 

 



 

第 4回フィンスイミングジャパンオ―プンマスターズ大会 

（ワールドカップマスターズ大会代表選考大会） 

開 催 要 項 

【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】 特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

【公  認】  特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

【期  日】 2015 年 3 月 15 日（日）12 時~16 時 30 分（受付 12 時～ 競技開始 13 時 30 分） 

【場  所】  町田市立室内プール

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/sport/sport04.html 

【種  目】 アプニア  50ｍ  

   サーフィス 50ｍ・100ｍ・200ｍ 400ｍ 

        CMAS ビーフィン 50ｍ・100ｍ・200ｍ 

   ビーフィン 50ｍ・100ｍ          

         

【年齢区分】  CMAS ルールによる年齢区分とする 

ジュニア  B：16~17 歳  C：14~15 歳  D：12~13 歳  E：11 歳以下 

シニア   A：18～24 歳 

マスターズ V0：25~34 歳 V1：35~44 歳 V2：45～54 歳 V3：55～64 歳 

  V4：65~74 歳 V5：75～84 歳 

 

【競技方法】 全種目タイムレース決勝とする。年齢区分によるレースの組み分けは行わない。 

 

【参加資格】 本大会はオープン大会のため、連盟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。 

ただし、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。 

また、誓約書の提出を必須とするが、フィンスイミングを行う上で健康上問題のない

者で、さらに、出場種目を確実に泳ぎきれる泳力を有するものとする。 

 

【ワールドカップマスターズ選考について】 

 6月 6日～7 日にイタリア・ラベンナで開催予定のワールドカップマスターズ大会の連盟代表選手の

選考は、関東オープン等の結果と合わせて選考する。プール競技のマスターズ区分は、以下の通り。 

※マスターズ V0：29~34 歳 V1：35~44 歳 V2：45～54 歳 V3：55～64 歳 V4：65~74 歳 

 大会に参加できるのは、CMAS ルールにより 29～74 歳（12 月 31 日の年齢） 

 

【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 〔開会式〕 

1. 400ｍサーフィス 

2. 100m サーフィス 

3. 100ｍCMAS ビーフィン 

4. 100m ビーフィン 

5. 50m アプニア 

6. 200mCMAS ビーフィン 



 

7. 200m サーフィス 

8. 50m ビーフィン 

9. 50ｍCMAS ビーフィン 

10. 50ｍサーフィス 

〔閉会式〕 

【参加費用】 ・個人参加費 連盟登録者 １種目につき          2,000 円 

              連盟未登録者（オープン参加）1 種目につき 3.000 円 

 

【記録公認】  連盟登録者の記録は公認される。 

なお、参加者全員に記録証を発行する。 

 

【振込口座】  三井住友銀行 麹町(コウジマチ)支店 普通預金 8675689 

        口座名 特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

※参加費は、この口座のみ受け付ける。 

 

 

 

 

【申込方法】  登録団体へ送付する正式要項に従い、添付の申込書、振込内訳表を E-mail  (PDF、

JPEG)、FAX、郵送のいずれかにより、誓約書を E-mail  (PDF、JPEG)、郵送のい

ずれかにより連盟事務局へ提出のこと 

        参加費は事前に振込を済ませておくこと 

        オープン参加者は、エントリー用紙に従い、エントリーのこと。エントリー用紙がな

い場合は連盟事務局に請求すること。 

        ＜問合せ＞日本水中スポーツ連盟事務局 

 Tel：03－6862-6195  Fax：03－6866-9994  Mail：info@jusf.gr.jp 

＜郵送先＞ 〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST新宿 SOUTH6F 

特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

 

【申込締切】 2015 年 2 月 10 日(火)  必着 

 

 


