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CMAS 室内フリーダイビング世界選手権 選手募集要項 
 
CMAS 主催の世界選手権が、6 月にセルビア・ベオグラードで開催されることとなりました。海外渡航が難しい状況下で
はありますが、意欲のある選手を少人数でも、日本から派遣できればと思います。 

■大会概要 

【概要】 
主催︓CMAS 
日程︓2022 年 6 月 10 日(金)～6 月 16 日(木) 
場所︓セルビア・ベオグラード 
会場︓Milan Gale Muškatirović 

※4 月 10 日現在のセルビアの入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置は以下の通り 
外国人は入国前４８時間以内のＰＣＲ検査による陰性証明を携行する必要がある。 

募集競技種目︓ 
1.  スタティック(STA) 
2.  ダイナミック・アプネア(DYN) 
3.  ダイナミック・アプネア・ビーフィン(DYN-BF) 
4.  ダイナミック・アプネア・ノーフィン(DNF) 
5.  スピード・アプネア 100m 
6.  エンデュランス・アプネア 8x50m 
7.  エンデュランス・アプネア 16x50m  

募集人数︓各種目男女それぞれ 6 名ずつ(最大計 84 名)  
 
※本大会は、50 歳以上の選手がエントリーできるマスターズ大会も同時開催されます。マスターズ大会にエントリーご希
望の方は、エントリー時にその旨お知らせください。 
 
【スケジュール】 別表 1.参照 

■募集要項 

【参加資格】 
1. 15 歳以上(未成年の方は親権者の同意が必要です) 
2. 日本国のパスポートを所有していること 
3. 継続してフリーダイビングのトレーニングを行っており、心身ともに健康であること 
4. フリーダイビングの競技に適した健康状態を有する旨の医師の証明があること 
5. 期間内に参加基準記録を上回っていること 
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6. スポーツマンシップにのっとり、日本代表としての自覚と品格をもって競技に臨めること 
7. 大会開催時点で JUSF(日本水中スポーツ連盟)及び CMAS の会員であること 
 
※いかなる競技においても、公式・非公式大会および練習において、重篤な BO を起こしたことがある選手は選考の対

象とはなりません 
 重篤な BO とは以下を指します。 

・ 水面浮上後も意識がすぐに戻らず、救急救命処置（心肺蘇生、AED 等）を受けたもの 
・ 水面浮上後に意識がすぐに戻っても、その後入院が必要とされたもの 
・ 病院で肺水腫と診断されたもの 

 
※日本代表に一旦選出されても、その後世界選手権大会までの日程において重篤な BO を起こした場合は、代表資

格を取り消します。これらの基準に関しては、選手の健康保持を第一に考えたものであり、今後変更・追加する可能
性があります。その他健康面以外についても、代表として相応しくないと委員会で判断した場合は選考対象外・代表
資格取り消しとなることがあります。なお、本大会において競技にてBOと判断された場合、それ以降の競技には参加
できません。 

※エントリー選手の情報は氏名・性別・エントリー種目を順次公開いたしますのでご了承ください。 
 
【参加基準記録】 
-認定記録期間︓2020 年 1 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 
-対象大会︓期間内に全世界で行われた全てのフリーダイビングの公式競技会・大会（第三者主催のものも含む） 
-参加基準記録︓ 

＜男子＞ DNF:85m, DYN:120m, DYN-BF: 90m, STA: 4ʼ45 
＜女子＞ DNF:70m, DYN:100m, DYN-BF: 75m, STA: 4ʼ00 
※エンデュランス 3 種目について基準記録はございません。 

-基準記録の証明︓記録書のスキャン、該当大会の結果報告ホームページのスクリーンショット など、大会名・日付・選
手名が明記されており、客観的に記録が確認できるもの。 
【エントリー期間】 
2022 年 4 月 1１日～2022 年４月 25 日 
※事前登録制ではなく、期間内にエントリーされた全ての選手を選考の対象とし、記録上位者から内定いたします。 
※同記録のエントリー選手がいた場合、以下の順で選考いたします。 

１．認定記録期間内で、先に記録を出した選手が優先 
2．記録達成日が同じ場合︓抽選 

【参加費用】 
-JUSF 登録費 ￥4,000 
-CMAS アジア以外の国際大会登録費 ￥10,000 
-保険料 各自海外旅行保険加入は必須とします。 
-大会エントリーフィー 別表 2.参照 
【エントリー方法】 
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以下ひな形を使用し、必要データを添付し応募先メールアドレスにメールに送信してください。添付ファイルの名前には必
ずエントリー者の氏名を入れること。 
〇応募先メールアドレス︓free-diving@jusf.gr.jp 
 
---------------------- 
◆件名︓【Free Diving】6 月 CMAS 世界大会エントリー_フルネーム 
◆本文︓ 
-氏名(フリガナ) 
-性別 
-エントリー種目 
-エントリー各種目の認定記録 
-電話番号 
-Email アドレス 
-生年月日 
※認定記録の証明書を添付してください。 
※パスポート、ないしは日本国民であることを証明できる身分証のデータを添付してください。 
----------------------- 
【出場内定について】 
-４月 2５日までに委員会にて内定者を選出 
-４月 2８日頃に該当者に個別にメールにて通達 
 
【参加費用振込期日】 
2022 年５月２日 
 
【振込先】 
出場内定選手にご連絡いたします。 
 
【出場辞退について】  
エントリー選手は原則として内定した場合には参加の意志があるものとみなします。やむを得ない事情がある場合は委員
会にご連絡下さい。内定後・参加費お支払い後にキャンセルされる場合には、いかなる事情があっても参加費の返金は
致しません。 
 

■競技規則 

CMAS により制定されているフリーダイビング室内競技会規則を遵守 

■お問合せ先 

free-diving@jusf.gr.jp 

mailto:free-diving@jusf.gr.jp
mailto:free-diving@jusf.gr.jp
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■別表 1︓大会スケジュール 

6 月 10 日(金) 1 日目 

終日 選手団到着、チェックイン 

6 月 11 日(土) 

9:00 15:00 トレーニング(50m プール) 

16:00 17:30 テクニカルミーティング 

18:00 19:30 開会式 

6 月 12 日(日) 3 日目 

9:00 11:00 ダイナミック ノーフィン 

12:30 15:30 エンデュランス・アプネア 16x50m 

16:00 18:00 トレーニング(50m プール) 

18:00 19:00 メダル授与式 

6 月 13 日(月) 4 日目 

8:30 12:30 ダイナミック ビーフィン 

13:00 17:00 トレーニング(50m プール) 

18:00 19:00 メダル授与式 

6 月 14 日(火) 5 日目 

8:30 13:00 スタティック 

14:00 15:30 スピードアプネア 

16:00 17:30 トレーニング(50m プール) 

18:00 19:00 メダル授与式 

6 月 15 日(水) 6 日目 

8:00 13:00 ダイナミック  

14:30 16:30 エンデュランス 8x50m 

18:00 19:30 メダル授与式、閉会式 

21:00 0:00 パーティー 

6 月 16 日(木) 7 日目 

終日 チェックアウト 
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■別表 2︓エントリーフィー 

 パターン① €890︓以下を含む 
-四つ星ホテルのダブルかトリプルルーム(一人部屋の場合は追加料金あり) 
-3 食（6/10 の昼食～6/16 の朝食まで） 
-コンシェルジュサービス 
-500 ㎖ ボトルウォーター(1 日 2 本) 
-トレーニングセッション参加料 
-大会参加費 
-開会式、閉会式参加費 
-代表団向けのガラディナー参加 
-ファイナルパーティー参加 

 
 パターン② €500︓以下を含む 

-500 ㎖ ボトルウォーター(1 日 2 本) 
-トレーニングセッション参加料 
-大会参加費 
-開会式、閉会式参加費 
-代表団向けのガラディナー参加 
-ファイナルパーティー参加 

 
 その他費用（上記①②に含まれない） 

-ベオグラード空港からホテルの送迎︓一人当たり€30(往復)  
*送迎人数が 2 名以下の場合は実費の半分の負担が必要 

-一人部屋追加料金︓1 泊辺り追加€40/人 
-延泊︓ダブル・トリプルルームの場合、一人当たり一泊€70／シングルルームの場合、一人当たり一泊€120 

 
◆その他の注意事項 

セルビア・日本国籍を所有する方は、90 日以内の短期滞在（観光、商談、会議出席など）に限り、ビザは不要 
 パスポート残存有効期間は、セルビア出国予定日から最低 3 カ月以上が必要 
  
 現地までの渡航費（航空券等）および移動に伴う保険、入国のための検査費用（PCR 検査および陰性証明書
取得費用）などは、別途必要 


