第 15 回フィンスイミング日本学生選手権大会
（第 5 回大学世界選手権選考対象大会）
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フィンスイミングにおける学生クラブの交流活性化と学生選手の育成
一般社団法人日本水中スポーツ連盟
一般社団法人日本水中スポーツ連盟
2019 年 3 月 23 日（土） （受付 9 時～、競技開始 10 時予定）
千葉国際総合水泳場
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【競技方法】
(１) 2018 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
【競技順序】
〔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 200m
CMAS ビーフィン
⑧ 50m
CMAS 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－
〔閉会式〕※ジャパンオープン終了後

【参加資格】
1. 2018 年度日本水中スポーツ連盟登録団体に在籍し、競技者登録をしている大学生(大学院生)。
団体名は大学名のみとする
※2019 年 4 月に入学予定者は、ジャパンオープンにエントリーのこと
2. 日本水中スポーツ連盟発行の誓約書に同意の上、これを提出している者
3. 午後に開催されるジャパンオープンマスターズに、協力競技役員として参加できる者
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
【得点方法】
各種目 5 位までの選手に、下記の得点を与える
1 位:6 点 2 位:4 点 3 位:3 点 4 位:2 点 5 位:1 点
※各種目における団体毎の参加人数に関する制限は設けない
リレー種目については、各大学 1 チームのみを得点対象とする
（複数チームのエントリーは妨げない）
【表
彰】
各種目優勝者には賞状を贈り、総合優勝団体には賞状を贈り表彰する

【世界大学選手権大会選考について】
本大会要項配布時点において、2019 年度について上記大会の日程は、発表されていない。
開催が決まり次第、発表するが、本大会の結果をもって選考を行うこととする。
昨年度と同様に大会が実施される場合、選考は以下で行う
2019 年度派遣標準記録の UG を選考の目安とし、各種目上位 2 名。リレーについては、サ
ーフィス 100ｍ、ビーフィン 50m の上位 4 名。
（選考対象は、2019 年末に 27 歳以下）
大学生の競技力強化のため、世界大学選手権が実施されなかった場合は、ワールドカップ
ゴールデンファイナル（日時・開催場所未定）への参加を検討している。その場合は、本
大会と日本選手権大会の結果により、参加者を選考することとする。
※2019 年 4 月の入学予定者についてはジャパンオープンと日本選手権の結果による。
【参加費用】

団体参加費
個人参加費
リレー参加費

5,000 円
1 種目：1,000 円
1 種目：2,000 円

■エントリーは大学単位で行う。大学生に限り、団体、大学の両方に個人登録
例 1） 主登録：○○フィンスイミングクラブ
副登録：△△大学
団体から競技者登録済みであれば、大学の団体登録及び競技者登録の必要はない
例 2) 主登録：◇◇大学
新たに大学を団体として登録する場合は、団体登録が必要であり、新規メンバーについて
は、競技者登録が必要である
団体年間登録費
10,000 円
競技者登録費
4,000 円
※所定の用紙に必要事項を記入し、登録費を下記口座に振込むこと
【振込口座】
・参加費

・登録費

三菱 UFJ 銀行 新宿支店 普通預金 0348958
口座名 一般社団法人日本水中スポーツ連盟
三井住友銀行 新宿支店 普通預金 4551884
口座名 一般社団法人日本水中スポーツ連盟

【申込方法】
参加費を振り込んだ後、下記提出物①～④を E-mail により提出すること
① 参加申込書（Excel ファイル）
② 会参加費振込内訳書（PDF または JPEG）
③ 誓約書（PDF または JPEG） ※誓約書については郵送可
④ 役員参加用紙（PDF または JPEG）
提出先
＜E-mail＞
info@jusf.gr.jp

申込締切
【問合せ先】

2019 年 2 月 20 日（水）

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

2018 年度学生選手権大会諸注意等の連絡事項
１．本大会は 2018 年度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・選手注意事項に則り実施します。
２．スノーケル検査
スノーケル検査を受ける器具は、パイプ部分およびパイプの固定金具を含む部分に商標及び前検査
シール等、すべての広告やシールを剥がし検査を受けてください。
３．フィン検査
①モノフィンの大きさ規定（最大）
縦：760ｍｍ，横：760ｍｍ，高さ：150ｍｍ
②FRP 部分の保護
テープ等でしっかり保護すること。但し、ゴム製およびプラスチック製を除く。
③ネジ等の保護
テープ等で、十分に厚く保護すること。
④ビーフィンの規定（CMAS ビーフィン）
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
４. 水着については、2018 年度日本選手権大会のルールを適用する。2018 年度の CMAS 競技規則で定
められた水着のほか、CMAS 規定にある水着の素材に合致するという第三者機関の認証がある水着
も使用可能。
５．15ｍルール
①スノーケル使用者は、スノーケルを基準とする。
②スノーケル未使用者は、頭部を基準とする。
６．スタート
①1 回のみとする。
②90 秒ルールは実施しない。
７．退水は、原則としてタッチ板を越えての退水を禁止する。他から退水する場合は、競技役員の指示
に従い、コース妨害に注意して退水すること。
８．棄権者がいるチームは、所定の用紙に記入し、9 時 30 分までに提出すること。
９．リレーのオーダー用紙は、9 時 30 分までに提出すること。
10．器具検査は、招集所で行う。招集員のチェックを受けること。
11．プールサイドでの履物は、専任の競技役員を除き、すべて禁止（素足）とする。
12．飲食、喫煙は、所定の場所で行うこと。
13．ゴミは、必ず各自で持ち帰ること。
14．貴重品は、自己管理を徹底すること。
（主催者および会場側は責を負わない）
※当日のスケジュール
９:００ 集合
９:１５ ウォーミングアップ
１０:００ 開会式
１２:３０ 休憩
１３:３０ オープンマスターズ大会の役員
１６:１０ 閉会式
１７:３０ 終了（予定）
※ジャパンオープン役員協力について
5 名以上のエントリーがある大学は、1 名がジャパンオープンの役員として参加すること
※当日、役員の服装は、上：青、黒もしくは白のポロシャツもしくは T シャツ、下：紺もしくは黒のジ
ャージを各自準備してください。
※なるべく公共機関を利用すること。
※千葉国際総合水泳場の利用上の注意事項を確認のこと。

