
参加者各位 令和1年11月5日

相模原市水泳協会

理事長　　　樋川　芳雄
　

期 日 ： 令和１年１１月１０日（日）

会 場 ：

開 場 ：

ウォーミングアップ ： 午前７時２０分～午前８時４５分

開 会 式 ： 午前８時５０分

競 技 開 始 ： 午前９時１５分

競 技 終 了 ： 午後５時００分

そ の 他 ：

：

：

：

：

：

第１４回相模原マスターズ　・　第６回相模原市中高生秋季記録会

標記の件、参加選手３５３名となりました。

つきましては、本記録会を円滑に運営する為、皆様のご協力をお願いします。

相模原市立総合水泳場

※ 競技中のアップは、アッププールをご利用ください。
　　昼の休憩時間は、競技プールでもアップ出来ます。

　本大会は２０１９年度一般社団法人日本マスターズ協会競技規
則・日本水泳連盟競泳競技規則に準じて実施致します。

　マスターズ大会の賞状・メダル・参加賞を当日お渡しします。

　駐車場はありません。公共交通機関をご移用ください。

　プログラムは、選手人数分お渡しします。

　競技予定時間が早まる可能性があります。召集に遅れないよう
にしてください。

（２５ｍ　×　８コース　　自動審判計時装置・電光表示装置）

午前７時２０分

  水着については、素材・形状共に一切規制致しません。



参加チーム各位 令和1年11月5日

相模原市水泳協会　　

理事長　　　樋川　芳雄

　・観客席は飲食禁止です。

３．観客席について

　保護者やチーム関係者のルール・マナー目立ちます。今後改善が見られないチームは出場をお断り
せざる得なくなります。最後まで注意事項を良く読み、公共のプールを借りて競技会を運営していること
をご理解していただき、ルールの徹底とマナーの向上をお願い致します。

　・プールサイドは競技役員のみ上履きを認めます。選手・コーチは素足でお願い致します。プールに
下りる階段までは必ず履物を履いてください。

　・観客席は、電光表示盤に向かって右側のみ使用できます。

　・女子専用荷持つ置き場を設置いたします。女子選手は必ず利用してください。

　・人のいない席に荷物等を置いての場所取りは禁止です。多くの方が着席できるようにご協力下さい。

　・競技はタイムテーブル通りに進めます。

　・一般開放をしておりますので、大会参加者の立ち入れない場所がございます。立ち入り禁止区域に
は絶対入らないようにお願いします。

　・公共施設ですので大切に使用してください。

　・更衣室は大会参加者利用エリア内で、更衣のみ使用できます。ロッカーの使用は出来ません。荷物
が置いてある場合は、撤去いたします。

　・ゴミは各自持ち帰るようにお願い致します。

第１４回相模原マスターズ水泳大会・第６回相模原中高生秋季記録会

２．場内について

１．競技について

　・館内のコンセントは使用禁止です。携帯電話・ビデオカメラなどの充電をしないで下さい。

　・盗難を防ぐために貴重品は責任者が責任を持って管理してください。

４．更衣について

５．女子選手について



８．撮影について

９．駐車場・送迎について

　以上の点を必ず守って頂きますようにお願い致します。ルールの徹底とマナーの向上が見られない場
合、今後大会のチーム参加を停止する可能性があります。初めてグリーンプールの大会に参加される選
手も居ると思いますので、いつもどおりではなく、全ての参加者に伝えていただくようにお願い致します。

　・会場周辺道路において終日、車の乗降・荷物の積み下ろしを絶対に行わないようにして下さい。警察
より厳重注意を受けました。発見した場合は今年度相模原市水泳協会主催試合へのエントリーをチーム
単位でお断りいたします。

　・車椅子用の観覧席は場所取り禁止です。

　・非常口の前は場所取りは出来ません。

　・各チームアップは安全に十分配慮して行ってください。

　※公園で遊ぶ、サブプールを利用する、トレーニング室を利用するなど言われる方がいますが、大会
関係者（応援も含みます）の駐車場はございません。発見された場合は出場を停止、失格になる場合が
あります。

　・ウォーミングアップは開場時間より８時４５分までA面・B面で行えます。

　・駐車場は競技役員のみ使用できます。保護者の方、応援の方の駐車場はございませんの公共交通
機関をご利用下さい。横山公園の駐車場も使用できません。

　・撮影申請を受付で行ってください。撮影中は必ずゼッケンを着用してください。

　・ゼッケンは撮影終了後必ず返却してください。

　・床へ粘着テープ等は貼らないで下さい。

　・ジュニア委員会の撮影許可方法では撮影できません。

　・プールサイドでの毛布などを敷いての常設の場所取りは禁止です。

　・アッププールはアップの為に使用できます。遊んだりする事の無いようにして下さい。

　・B面は２．０ｍ　A面は１．２ｍにします。

７．控え場所について

６．ウォーミングアップについて

　・通路の控え場所は壁から１ｍは空けて、通路の確保をお願い致します。

　・競技中はA面でアップを行えます。
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競技順序 (競技番号順)

競技No. 性別 距離 種目 予／決 組 クラス 開催日 時刻

2019/11/06 15:08:40 SEIKO Swimming Results System

    1 女子  200m 個人メドレー タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 09:15
    2 男子  200m 個人メドレー タイム決勝   5 秋季記録会 2019/11/10 09:24
    3 女子  200m 個人メドレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 09:45
    4 男子  200m 個人メドレー タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 09:45
    5 女子   50m 自由形 タイム決勝   4 秋季記録会 2019/11/10 09:55
    6 男子   50m 自由形 タイム決勝  11 秋季記録会 2019/11/10 10:02
    7 女子   50m 自由形 タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 10:22
    8 男子   50m 自由形 タイム決勝   5 マスターズ 2019/11/10 10:26
    9 女子  200m バタフライ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 10:35
   10 男子  200m バタフライ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 10:39
   11 女子   25m 背泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 10:44
   12 男子   25m 背泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 10:46
   13 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 10:48
   14 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝   3 秋季記録会 2019/11/10 10:51
   15 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 10:59
   16 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 11:03
   17 女子  100m 個人メドレー タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 11:09
   18 男子  100m 個人メドレー タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 11:12
   19 女子  100m 個人メドレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 11:19
   20 男子  100m 個人メドレー タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 11:23
   21 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 11:29
   22 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 11:31
   23 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 11:35
   24 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 11:37
   25 女子  200m 自由形 タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 11:42
   26 男子  200m 自由形 タイム決勝   3 秋季記録会 2019/11/10 11:50
   27 女子   25m 平泳ぎ タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 12:01
   28 男子   25m 平泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 12:05
   29 女子  100m バタフライ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 12:07
   30 男子  100m バタフライ タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 12:10
   31 女子  100m バタフライ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 12:15
   32 男子  100m バタフライ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 12:15
   33 女子  200m メドレーリレー タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 13:30
   34 男子  200m メドレーリレー タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 13:34
   35 女子  100m メドレーリレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 13:42
   36 男子  100m メドレーリレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 13:45
   37 女子  200m メドレーリレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 13:48
   38 男子  200m メドレーリレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 13:48
   39 女子  400m 個人メドレー タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 13:52
   40 男子  400m 個人メドレー タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 13:59
   41 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 14:06
   42 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 14:08
   43 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 14:12
   44 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝   3 マスターズ 2019/11/10 14:14
   45 女子  200m 背泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 14:21
   46 男子  200m 背泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 14:21
   47 女子   25m バタフライ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 14:25
   48 男子   25m バタフライ タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 14:27
   49 女子  100m 自由形 タイム決勝   5 秋季記録会 2019/11/10 14:30
   50 男子  100m 自由形 タイム決勝  12 秋季記録会 2019/11/10 14:43
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競技順序 (競技番号順)

競技No. 性別 距離 種目 予／決 組 クラス 開催日 時刻

2019/11/06 15:08:41 SEIKO Swimming Results System

   51 女子  100m 自由形 タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 15:12
   52 男子  100m 自由形 タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 15:15
   53 女子   50m バタフライ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 15:20
   54 男子   50m バタフライ タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 15:22
   55 女子   50m バタフライ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 15:26
   56 男子   50m バタフライ タイム決勝   3 マスターズ 2019/11/10 15:28
   57 女子  200m 平泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 15:34
   58 男子  200m 平泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 15:39
   59 女子   25m 自由形 タイム決勝   2 マスターズ 2019/11/10 15:44
   60 男子   25m 自由形 タイム決勝   3 マスターズ 2019/11/10 15:48
   61 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 15:53
   62 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝   3 秋季記録会 2019/11/10 15:56
   63 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 16:04
   64 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 16:07
   65 女子  400m 自由形 タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 16:10
   66 男子  400m 自由形 タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 16:16
   67 女子  100m リレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 16:24
   68 男子  100m リレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 16:28
   69 女子  200m リレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 16:32
   70 男子  200m リレー タイム決勝   1 マスターズ 2019/11/10 16:37
   71 女子  200m リレー タイム決勝   1 秋季記録会 2019/11/10 16:41
   72 男子  200m リレー タイム決勝   2 秋季記録会 2019/11/10 16:45



 

                                    令和元年１１月５日 

各 位                                   相模原市水泳協会 

会 長 木下 泰雄

 公印省略 

 

 

  競技役員委嘱について（ご依頼） 

 

拝啓 

時下、貴殿におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当協会行事にご協力を賜り深く感謝いたしております。 

さてこの度、下記の通り「第１４回相模原市民マスターズ大会・第６回相模原市中・高校生秋季記

録会」開催にあたり、貴殿を競技役員にご委嘱致したく、ご多忙中のところ誠に恐縮ではございます

がご出席賜りますようお願い申し上げます。尚、大会と記録会を一面で同時競技開催になりますので

ご了承下さい。 

敬 具 

記 

 

１．名  称：  第１４回相模原市民マスターズ大会・第６回相模原市秋季記録会 

２．期  日：  令和元年１１月１０日(日) 

３．会  場：  相模原市立総合水泳場（さがみはらグリーンプール） 

           模原市横山５-１１ ℡０４２-７５８-３１５１ 

４．時  間：   実行委員集合    午前７：００ 

駐車場開場      午前７：０５ 

      プ－ル開場     午前７：２０      

競技役員集合     午前８：００ 

   主任会議       午前８：１０ 

全体会議           午前８：３０ 

開始式       午前８：５０ 

競技開始      午前９：１５ 

競技終了予定    午後５：００ 

 

５.その他 

①規定のユニホームを着用し競技役員手帳をご持参願います、また上履き専用靴（床

面白色またはゴム色）のご用意をお願いします。 

②駐車場は第４駐車場を無料にてご利用できますが、スペース上駐車できない場合が

ありますのでご承知お願います。尚利用は開場時間から先着順になりますので併せ

てご承知願います。左折入庫と駐車許可証の表示をお願いいたします。 

③「競技役員・ＰＣ・機械操作・受付など」の役職担当は役員集合時間以前より、準

備がございますのでご協力の程宜しくお願いします。 

④各パートの主任は主任会議に参加願います。 

⑤競技役員不足により役員編成上、当日変更されることもあります。了承して下さい。 

 

＊大会当日、都合がつかず欠席する場合は、下記へ連絡してください。 

               競技実行委員長 樋川 芳雄  自宅 TEL・FAX 042-733-6771 

                              携帯ＴＥＬ  080-1323-3739 
 

＋ 



□　競技運営委員長 木下　泰雄

□　競技運営委員 川上　　治 籾山　昭二 杉崎　桂子

□　競技実行委員長 樋川　芳雄

□　競技実行委員 川上　治 櫻井　友美 大山　裕之 添畑　大海

清水　正 望月　正文 長嶋　由美子 彌永　雄一

永園　幸司 富岡　貴大 畑野　翔太

□審 判　長 大山　裕之

□副審判長 須藤　保雄 多田　直康

□出発合図員 政木佐和子 立貞　栄司

□泳法審判員 （主） 長嶋由美子 秋山　善孝 植田　照子 望月　正文

□折返監察員 （主） 新堀久美子 合谷　好美 青木　数恵 長澤　綾子

古座野園美 川野　常代 大貫　哲弥 安宅　仁実

吉田　範子 七井美奈子 星野　淑子 田坂　智

眞下久美子 松村　規久 畑中ヒロミ 横溝真由美

□機械操作員 （主） 清水　　正 磯邉　英治 高橋　良明 吉川　智己

□ＰＣ担当 （主） 元橋　保夫 岡部　晃達

　

□招　集　員 （主） 永園　幸司 熊谷　侃人 田口　　簾 笠井　広樹

□通　告　員 （主） 上原ゆかり 川口　　薫

□記　録　員 （主） 大槻萌々子 丹羽　明美 石井　日菜 亀谷　　　萌

□記　録　証 （主） 石崎　惇也 星野　　駿 加藤　隆仁 宮崎　誠也

□賞状・メダル （主） 彌永　雄一 加塩　柚樹 加塩　桃乃 和久　哲郎

□場内司令 （主） 添畑　大海 立部梨葉子 武内　研三

□駐車場係 （主） 永園　幸司 熊谷　侃人

□競技役員係 （主） 櫻井　友美 及川富士子

□受     付 （主） 永井　君代 種村　　純 西山　智美

□ 大　 会 　役 　員 □

□競　技　役　員□　



プログラム
Ｎｏ． 組 コース

プログラム
Ｎｏ． 組 コース

100 200 100 200

２８０以上 ２８０以上

フリガナ フリガナ

チーム名 チーム名

フリガナ 年齢 フリガナ 年齢

第一泳者 第一泳者

フリガナ 年齢 フリガナ 年齢

第二泳者 第二泳者

フリガナ 年齢 フリガナ 年齢

第三泳者 第三泳者

フリガナ 年齢 フリガナ 年齢

第四泳者 第四泳者

記載責任者 オーダー入力 記載責任者 オーダー入力

２００～２７９１１９以下 １２０～１９９ ２００～２７９ １１９以下 １２０～１９９

リレーオーダー用紙

メドレーリレー フリーリレー

リレーオーダー用紙

メドレーリレー フリーリレー



プログラム
Ｎｏ． 組 コース

プログラム
Ｎｏ． 組 コース

200 200

フリガナ フリガナ

チーム名 チーム名

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第一泳者 第一泳者

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第二泳者 第二泳者

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第三泳者 第三泳者

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第四泳者 第四泳者

記載責任者 オーダー入力 記載責任者 オーダー入力

区分

リレーオーダー用紙

メドレーリレー フリーリレー

リレーオーダー用紙

メドレーリレー フリーリレー

区分



距離

ｍ

距離

ｍ

距離

ｍ

距離

ｍ

距離

ｍ

距離

ｍ

記載責任者 入力

棄権届

理由

種目

組

種目

レーン
種目

種目

組 レーン
種目

組 レーン

レーン
種目

組 レーン

氏名 フリカナ

所属名 コンピューター番号

組 レーン

プログラム
Ｎｏ．

プログラム
Ｎｏ．

プログラム
Ｎｏ．

プログラム
Ｎｏ．

プログラム
Ｎｏ．

プログラム
Ｎｏ．

組


