
団体代表 各位 

2020 年 11 月吉日 

一般社団法人日本水中スポーツ連盟 

大会実行委員長 吉澤 俊治 

 

 

第 17回関東オープンフィンスイミング大会について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、本連盟においても、各大会の開催中止・実施

見送りが続いておりましたが、ようやく大会を開催する準備が整ってまいりました。 

 

本連盟としては、フィンスイマーの皆さまが健康で安心してフィンスイミングに取り組める環境を

提供することに全力で取り組むとともに、大会開催に際しても、出場される選手、ご協力いただく

競技役員の皆さまの安全を第一に運営してまいります。 

 

そのためには、選手・競技役員の皆さまおひとりおひとりの協力が不可欠です。 

「新しい生活様式」も踏まえ、これまでとは異なる競技会運営となる点が多数あります。 

またこれらは、大会を重ねるたびに都度見直してまいります。 

今後も持続的に大会を開催していくためにも、本大会で感染者を出すことはできません。 

選手・競技役員の皆さまにおかれても、ルール・マナーの徹底・ご協力をお願いします。 

 

 

 

■団体責任者の方々へ 

・申込にあたり、参加者全員が【参加条件】および大会要項の内容を了承していることを必ず 

確認願います。 

・大会当日は、選手・競技役員以外は、責任者（監督者）1 名のみ入場を許可します。 

保護者の方等の応援・観覧はできませんのでご留意ください。 

 

 

■参加者の皆さまへ 

・【参加条件】および大会要項の内容を必ず確認し、感染拡大防止対策に積極的にご協力いただ

くようお願いします。 

・皆さん自身の健康管理・感染拡大防止の観点から、厚生労働省が提供する新型コロナウイルス

接触確認アプリケーション（通称：ＣＯＣＯＡ）のインストールを推奨します 

 

 

 

 

  



【本大会への参加条件】 

 以下の事項を確認・承諾の上で申し込みをお願いします。 

 

 

１．以下に該当する方は大会会場への入場および競技出場ができません。 

 

（１）大会前 14日間（1/3（日）以降）および大会当日において、以下に該当する方 

  （「健康チェックシート兼誓約書」の確認事項に１つでも○が付かない日がある方） 

①平熱を超える発熱（おおむね 37.5℃以上） 

②咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

③だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

④嗅覚や味覚の異常 

⑤体が重く感じる、疲れやすい等 

⑥新型コロナウィルス感染症陽性とされた方との濃厚接触 

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

⑧過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航又は該当在住者との濃厚接触 

（２）大会当日に「健康チェックシート兼誓約書」を提出されない方、記載漏れがある方 

（３）入場時の検温において 37.5℃以上ある方 

（４）選手・団体責任者（監督者）・競技役員以外の方 

（５）マスクを着用していない方（競技中やウォーミングアップ時は除く） 

（６）大会主催者・会場の指示に従えない方 

 

 

２．以下の注意事項を守ってください。 

（１）手指消毒薬を持参し、適時消毒を行ってください。 

（２）更衣室内や招集所を含め、会場内では常時マスクを着用してください。 

（競技中やウォーミングアップ時は除く） 

（３）声を出しての指示や応援は行わないようにしてください。 

（４）感染拡大防止のため、入場時刻や、ウォーミングアップ時間・方法、会場内の動線など、 

これまでの運営とは異なり様々な規制があります。詳細は２次要項でも案内します。 

大会当日も、大会主催者・競技役員・会場の指示に必ず従ってください。 

（５）エントリー状況などを踏まえ、実施要領が変更になる場合があります。 

 

 

３．大会の中止について 

（１）国や都道府県において、県境をまたぐ往来の自粛要請が出た場合、大会の中止や該当地域 

からの参加を見合わせていただく可能性があります。 

その際の申込金は、その時点までの諸経費を差し引いた上で返金する予定ですが、詳細は 

別途ご案内いたします。 

（２）大会開催中に感染が認められた場合は、その時点で大会を中止します。 

（この場合、申込金は返金いたしません。） 

 

  



第 17 回関東オープンフィンスイミング大会 開催要項 

（国際大会選考参考大会） 

 
【趣  旨】 フィンスイミングの競技力向上および生涯スポーツとしての普及振興 
 
【主  催】 一般社団法人日本水中スポーツ連盟 
 
【主  管】 東京都水中スポーツ協会 
 
【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】 2021 年 1 月 17 日（日） 
 
【会  場】 町田市立室内プール 50m×8 レーン 

（東京都町田市図師町 199-1） 
 
【種  目】 男女とも同じ （タイムレース決勝） 

 50m 100m 200m 400m 

アプニア ○    

サーフィス ○ ○ ○ ○ 

J ビーフィン ○ ○  ○ 

CMAS ビーフィン ○ ○ ○ ○ 
 
【競技方法】 

(１) 世界水中連盟競技規則および大会実施規則を適用した日本水中スポーツ連盟大会運営

規則（2020 年度大会申し合わせ事項）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。 

ただし、参加人数によって、男女同一レースとする場合がある。 
また、種目を跨いで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。また、年齢区分によるレースの組み分けは行わない。 
(４) 第一部（25 歳以下）、第二部（26 歳以上）に分けて競技を行う。 

（年齢は 2021 年 12 月 31 日時点） 
なお、それぞれの入場可能時刻・退館時刻を別途指定する。 
（第一部終了後に入れ替え時間を設け、その後第二部を実施。） 
詳細は 2 次要項にて案内する。 

(５) 各種目とも、第一・二部を通じ、エントリー受付締切時に 6 名に満たない場合は実施を

見送る。その場合、事前に振り込まれたエントリー料は別途返却する。 
(６) サブプールは開放しない。競技会開始前にメインプールを開放し、ウォーミングアップ

の時間を設ける。（クールダウンの時間の設定有無は、2 次要項で通知する） 
 
  



【競技順序】

①  50m   サーフィス 
②  50m J ビーフィン 
③  50m CMAS ビーフィン 
④ 200m CMAS ビーフィン 
⑤ 200m サーフィス 
⑥ 100m サーフィス 

⑦ 100m J ビーフィン 
⑧ 100m CMAS ビーフィン 
⑨ 400m J ビーフィン 
⑩ 400m CMAS ビーフィン 
⑪ 400m サーフィス 
⑫  50m アプニア  

※第一部、第二部とも、同じ競技順序で実施する 
 
【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) 健康チェック表兼誓約書の提出を必須とし、健康状態に問題がなく、出場種目を確実に

泳ぎきれる泳力を有する者 
(３) 各部ごとにチームの参加者数が 5 名以上の場合は、1 名以上の競技役員（専任）を選出

すること 
(４) 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。（2021 年 12 月 31 日時点の年齢で区分）          （歳） 
J  ～13 Y 14～17 S 18～29  

V0 30～34 V1 35～44 V2 45～54 V3 55～64 V4 65～  

 
【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 

(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 

（大会終了後、後日発表） 
 
【（参考）代表選手選考】 

(１) 第 17 回フィンスイミングジュニア世界選手権大会（2021 年 6 月、（リニャーノ・ 
サッビアドーロ（イタリア）にて開催予定）の代表選手選考の参考大会とする。 
※長距離種目の選考に際しては、400m 種目の記録を参考に用いる 
 （800m、1500m 種目への選考希望者は選考参考大会での 400m 種目の記録が必要） 

(２) マスターズ世界選手権大会（日程未発表）の開催が決定した場合、今大会を代表選手 
選考の参考大会とする 

 

  



 

【参加費用】 

(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 

(２) 振 込 先 西京信用金庫 本店営業部 

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 

     シヤ）ニツポンスイチユウスポーツレンメイ 

(３) 払込期限 ２０２０年１２月１０日（木）【必着】 

 

【申  込】 

提出物①～③を原則 E-mail（FAX も可、郵送は不可）にて提出のこと。 

なお、申込締切後に新型コロナウイルス感染症の影響拡大等の要因により大会を中止する 

場合においては、諸経費を差し引いた上で申込金を返金する。（その場合、詳細は別途案内。） 

(１) 提 出 物 ①参加申込書 

②大会参加費内訳書 

③審判員参加用紙 

(２) 提出期限 ２０２０年１１月３０日（月）【必着】 

（※ システム業者に委託するため、遅延団体は参加不能） 

(３) 提 出 先 ＜E-mail＞ info@jusf.gr.jp 
＜ＦＡＸ＞ 03-6866-9994 

 

【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 
＜E-mail＞ info@jusf.gr.jp 

 

 


