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CHAPTER  

1. ご挨拶 

 

 

 

1.1.World Aquatics 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月2日から11日まで日本で開催される世界マスターズ水泳選手権2023九州大会に水泳界のみなさまをお迎え

できますことを大変嬉しく思います。  

九州はとても美しいところです。きれいで透明な海と白い砂浜。あらゆる年齢層が水泳競技を楽しむ環境がここにはありま

す。この度、水泳競技が大変盛んな日本で、世界水泳選手権並びに世界マスターズ水泳選手権が延期を乗り越え開催されるこ

とに深謝申し上げます。 

世界の水泳界を代表して、組織委員会と選手のみなさまがこの大会に向けて示してくださった忍耐と決意に心からの敬意

を表します。「待った甲斐があった！」とおっしゃっていただけるような大会に必ずやなるはずです。  

この選手権は競泳、水球、飛込、アーティスティックスイミング、オープンウォータースイミングのそれぞれに参加する選手が、

その年齢に関係なく感動にあふれたパフォーマンスを披露できる大会です。九州の、福岡市・熊本市・鹿児島市の三都市での開

催は、世代を超えた水泳の振興に貢献し、大会に参加されたみなさまにプラスの影響をもたらすでしょう。 

World Aquaticsが主催する大会の中でも、世界マスターズ水泳選手権は最も多くの参加者数を誇ります。今年は100カ

国から1万人以上の選手のみなさまをお迎えしますが、これは前回大会よりも2,000人も多く、水泳競技の人気が世界中で高

まっていることを示しています。 

日本水泳連盟、組織委員会、地元自治体のみなさま、そしてパートナー、スポンサーのみなさまのご支援とご尽力にWorld 

Aquaticsとして厚く御礼申し上げますとともに、参加される選手、関係者のみなさまにとってこの素晴らしい大会が楽しく、

思い出に残るものとなりますよう、お祈り申し上げます。 

 

World Aquatics 会長  Husain Al-Musallam 

 

  



 

- 4 - 

 

1.2. 組織委員会会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界中の水泳愛好者の皆さんへ 

 

こんにちは。世界水泳選手権2023福岡大会組織委員会会長・日本水泳連盟会長の鈴木大地（すずきだいち）です。 

このたび、世界マスターズ水泳選手権2023九州大会が日本の九州の福岡市・熊本市・鹿児島市の三都市で開催されることを

大変誇りに思い、世界中から参加される選手のみなさまを心から歓迎します。 

 

今回の大会コンセプト「WATER MEETS THE FUTURE」には、この大会に参加するすべての人に、未来に出会ってほし

いという思いが込められており、革新的なテクノロジーによって「水泳の未来」をつくりだすことに加えて、様々な人々との繋が

りを通じて「地域の未来」もつくりだす大会を目指しております。選手や水泳ファンをこえて、より多くの人々に気づきを与え、

明るく健康的な未来に向けた行動を促すことで、2001年から22年を経て、「魅せる大会から、人を動かす大会」へと進化させ

ることが目標でございます。 

 

世界マスターズ水泳選手権は、2019年の光州大会以来、実に4年ぶりの開催となります。この4年の間、大会が開催できな

いだけでなく、満足に練習ができなかった期間もあるかと思いますが、またこのように世界マスターズ水泳選手権を開催でき、

世界中のみなさまとお会いできることを大変うれしく思います。 

日本では、水泳はとてもメジャーなスポーツであり、生涯をとおして行うことができるスポーツです。今回の大会をきっかけ

に参加される選手のみなさまが、様々な人との繋がりを感じ、明るく健康的な未来へ向けた行動をさらに広めていただければ

嬉しく思います。 

 

終わりに、本大会の開催にご尽力いただきましたWorld Aquatics並びに関係者のみなさまに敬意を表しますとともに、

世界マスターズ選手権に参加されるみなさまが、日ごろの練習の成果を存分に発揮し、他の選手のみなさまとお互いの健闘を

たたえ合い、交流を深める素晴らしい機会となりますことを願っております。 

 

世界水泳選手権2023福岡大会組織委員会 会長  鈴木 大地 
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1.3.1. 開催都市市長（福岡市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
世界中の水泳愛好者の皆さんへ。 

 

世界マスターズ水泳選手権2023九州大会の競泳・飛込・オープンウォータースイミングの開催都市である福岡市長の髙島

宗一郎（たかしまそういちろう）です。 

2023年の8月に福岡市が世界マスターズ水泳選手権を熊本市・鹿児島市とともに開催できることは大変光栄であり、大会に

参加される世界中の選手、関係者の皆様を心から歓迎いたします。 

 

福岡市は、2001年にアジア初の世界水泳選手権大会を成功させた後も、G20財務大臣・中央銀行総務会議やラグビーワー

ルドカップ2019など数々のMICEを誘致して発展してきました。 

主要駅、空港、港が半径2.5 km 圏内に位置し、都心部にホテル、オフィスビル、ショッピング施設が集まる福岡市内は、市民

にとっても来訪者にとっても大変過ごしやすい環境です。実際に、市民から高い満足度を得ており、その結果、日本全体では人

口が減少しているにも関わらず、福岡市の人口は増加数、増加率ともに日本の大都市中1位でさらに増加を続けています。 

 

福岡市で開催される競泳・飛込・オープンウォータースイミングの種別は、直前の世界水泳選手権と同じ会場で行われます。

トップアスリートが実際に競技した会場で泳ぐという経験は大変貴重なものですので、ぜひ同じ会場の雰囲気を味わっていた

だき、世界水泳選手権と同様に熱い競技が実施されることを楽しみにしております。 

 

本大会も二度の延期を経ていよいよ開催が迫っております。この数年の間、様々なスポーツ大会が中止や延期されておりま

す。参加者のみなさまも大会に参加することができない時期や、練習することもままならない時期もあったと思います。そのよ

うな期間を経て、世界中の皆様が参加される世界マスターズ水泳選手権が開催されることを大変うれしく思うとともに、この

大会がスポーツの力で福岡だけでなく九州、日本、そして世界を元気にすることに繋がる大会になることを願っています。 

 

現在、関係者一丸となって、皆さんを迎えるための準備をしております。選手のみなさまが最高のパフォーマンスができる環

境はもちろんのこと、滞在中に存分に福岡市を満喫してもらえるよう準備を進めていきます。 

 

終わりに本大会の開催にご尽力いただいております、World Aquatics及び日本水泳連盟、日本政府、福岡県、関係者の皆

様に敬意を表しますとともに、参加者の皆様のご健闘とご活躍をお祈りし、2023年8月にお会いできることを楽しみにして

おります。 

 

福岡市長/組織委員会副会長  髙島 宗一郎  
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1.3.2. 開催都市市長（熊本市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界中の水泳愛好家の皆様、こんにちは 

 

このたび、「世界マスターズ水泳選手権2023九州大会」の水球競技が開催される熊本市長の大西一史（おおにしかずふみ）

です。 

 

これまで、数々の記録と感動のドラマを生み出してきたこの大会が、熊本において開催されますことを大変嬉しく思います

とともに、大会に参加される選手の皆様を、熊本市民を代表し、心から歓迎いたします。 

 

さて、本市では、熊本地震からの復興を着実に進める中、新型コロナウイルス感染症という新たな危機に直面し、国や県、医

療機関等と連携し、市民の皆様の健康と安心な暮らしを守るため全力で取り組んでいるところでございます。 

 

ご承知のとおり、様々なイベントやスポーツ大会が中止や延期を余儀なくされる中、本大会の開催にあたりましては、関係者

の皆様の大変なご労苦があり、選手の皆様におかれましても、様々な感染対策を講じながら日々の練習を積み重ねてこられた

ものと存じます。ここに、大会関係者の皆様のご尽力に深く敬意を表しますとともに、選手の皆様におかれましては、日頃の練

習の成果を十分に発揮され、熱戦を繰り広げられますこと、そして、大会を通してお互いの交流を深められますことを心からご

期待申し上げます。 

 

本市におきましても、皆様が万全のコンディションで最高のパフォーマンスを発揮できるよう、World Aquaticsをはじめ

大会組織委員会の皆様、そして、同じく開催都市である福岡市、鹿児島市と連携し、準備を進めてまいります。 

 

選手の皆様のご活躍を祈念いたしますとともに、皆様にお会いできることを楽しみにしております。 

 

熊本市長／組織委員長  大西 一史 

 

  



 

- 7 - 

 

1.3.3 開催都市市長（鹿児島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界中の水泳愛好者の皆様、こんにちは。鹿児島市長の下鶴 隆央（しもづる たかお）です。 

 

このたび、「世界マスターズ水泳選手権 2023 九州大会」のアーティスティックスイミング競技が、鹿児島市において開催さ

れますことを大変嬉しく思いますとともに、世界中からお越しの選手、関係の皆様を、鹿児島市民と共に心より歓迎いたします。 

 

鹿児島市では、１０月に開催を控えた国内最大のスポーツの祭典「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」を、にぎわい創出

に資する魅力あるスポーツコンテンツとして、活力あるまちづくりの重要な施策と位置付け、円滑な開催に向けた準備はもとよ

り、イベント等を通して、市民の皆様と大会を盛り上げるための様々な取組を行っております。 

このような中、世界中から多くの選手が集う本大会が鹿児島市で開催されますことは、市民のアーティスティックスイミング

に対する興味や関心をさらに高めるとともに、鹿児島市が目指すスポーツを生かしたまちのにぎわい創出や交流人口の拡大

に寄与するものであり、時宜を得た誠に意義深いものと存じます。 

選手の皆様には、日々の練習の成果を存分に発揮していただきますとともに、本大会が、皆様にとって更なる飛躍と交流の

場となることを期待しております。 

 

ところで、鹿児島市は、活火山桜島と波静かな錦江湾に代表される雄大な自然や、歴史・文化、市内各所に湧き出る温泉、焼

酎や黒豚・黒牛に代表される豊かな食など、魅力多彩な観光都市です。 

ご参加の皆様には、この機会にぜひ鹿児島市の魅力を存分にご堪能いただき、大会の成果とともにたくさんの楽しい思い出

をお持ち帰りいただければ幸いです。 

 

大会に参加される選手の皆様が、最高のパフォーマンスを発揮できるよう万全の準備を整えるとともに、世界中からお越し

の皆様に鹿児島のファンとなっていただけるよう最大限のおもてなしを行い、本大会を通して、「Ｋａｇｏｓｈｉｍａ」の名前が広く

世界に発信されることを期待いたしております。 

 

選手の皆様のご健闘とご活躍を祈念申し上げますとともに、皆様とお会いできることを楽しみにしております。 

 

鹿児島市長／組織委員  下鶴 隆央  
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CHAPTER  

2. 日本および開催都市の紹介 

 

 

 

2.１. 日本 

 

日本は太平洋の西方に位置しており、人口は2022年現在、約1億2,560万人で世界第11位です。 

国土は北海道の北端から沖縄最南端まで約3,000kmに広がり、亜寒帯から熱帯に至るまで幅広い気候に恵まれているため、

多種多様な自然が育まれており、この多様性は日本各地に独特の歴史、伝統、文化を生み出し、近年、外国人観光客を魅了して

います。 

 

世界マスターズ水泳選手権が開催される九州は、日本で3番目に大きい島で、活気あふれる人々から火山まで、エネルギッシ

ュな土地です。 

また、アジアに近く、東京からのアクセスも良い九州は、1,000年以上にわたって多様な文化を受け入れてきました。 

ここでは、雄大な自然を体験し、豊富な温泉でリラックスし、温かいおもてなしを味わうことができます。 

 

詳しくはこちら 

日本政府観光局 https://www.japan.travel/jp/ 

 

  

写真提供 : 静岡県観光協会 

https://www.japan.travel/jp/
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2.２. 福岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市は、2000年にわたり大陸との交流窓口の役割を果たし、国際的な交流拠点都市として発展を遂げてきました。「アジ

アとの玄関口」として、日本有数の発着回数の福岡空港、韓国釜山との定期航路を有する博多港や九州の玄関口である博多駅

など、国内屈指の交通アクセスを誇っています。 

また、日本一を誇る屋台をはじめ、新鮮な魚介類、ラーメン、水炊き、もつ鍋など、福岡ならではの豊富な食文化に加え、博

多、天神エリアを中心にショッピング施設が集積しており、充実した都市機能がコンパクトに凝縮しています。 

このほか、博多駅の近くに寺や神社が集まり、歴史的な祭りなどの文化の中心地である“博多旧市街”や大濠公園近くにある

“福岡城・鴻臚館跡”といった歴史的な文化遺産に加え、志賀島や北崎・二見ヶ浦など、福岡市の東西に広がるフォトジェニック

なシーサイドを身近に楽しむことができることも福岡市の魅力の１つです。 

さらに、福岡市から新幹線や列車などを使えば気軽に九州各地へアプローチすることもできます。九州には温泉や雄大な大

自然など、見どころ満載なスポットに加え、九州各地のソウルフードや地酒などさまざまな食を楽しむこともできます。 

 

 

世界マスターズ水泳選手権開催に向けて 

世界中から訪れる多くのお客様に、大会を楽しんでいただくのはもちろん、日本そして福岡市の食や自然、歴史、文化などを

堪能していただけるように、しっかりとおもてなしの準備を整えてお待ちしております。 
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観光地・見どころ 

博多旧市街、志賀島、北崎・二見ヶ浦、福岡タワー、大濠公園、福岡城跡・鴻臚館跡、福岡市博物館、福岡市美術館、福岡アジア美

術館、パブリックアート 

博多祇園山笠（約800年の歴史をもち、ユネスコ無形文化遺産にも登録、7/1～7/15） 

 

食べ物 

博多ラーメン、水炊き、もつ鍋、博多うどん、焼き鳥、辛子明太子 

 

名産品 

博多織、博多人形、博多曲物、高取焼 

 

詳しくはこちら 

福岡市観光情報サイトよかなび https://yokanavi.com/ 

 

 

 

 

福岡観光ガイドブック 

https://www.welcome-fukuoka.or.jp/wp-

content/themes/fcvb_main/images/travelinfo/pamphlet/visiters_jp.pdf 

 

 

 

【観光客の受入に積極的な飲食店・体験型観光施設に関すること】 

福岡おもてなし店舗（グルメ） 

https://fukuoka-experience.jp/ja/gourmet 

 

 

 

 

福岡おもてなし店舗（体験） 

https://fukuoka-experience.jp/ja/activities 

 

 

 

  

https://yokanavi.com/
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/wp-content/themes/fcvb_main/images/travelinfo/pamphlet/visiters_jp.pdf
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/wp-content/themes/fcvb_main/images/travelinfo/pamphlet/visiters_jp.pdf
https://fukuoka-experience.jp/ja/gourmet
https://fukuoka-experience.jp/ja/activities
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2.３. 熊本市 

 
熊本市は、清らかな地下水や豊かな緑などの自然環境に恵まれ、熊本城をはじめとする優れた歴史遺産と伝統文化を受け

継ぐ九州の中央に位置した拠点都市です。 

街の中心部にそびえる熊本城は、平成 28 年の熊本地震により大きな被害を受けましたが、段階的に復旧が進み、復興のシ

ンボルとして市民・観光客に親しまれています。 

清らかな地下水や豊かな緑など自然環境に恵まれ、農水産物の生産が盛んで、優れた歴史遺産と伝統文化を受け継ぐ九州

中央の拠点都市として発展を続けています。 

 

世界マスターズ水泳選手権開催に向けて 

本大会を盛大に開催するにあたり、国内外から多くの選手や観光客の皆様が訪れていただけるよう3都市合同で準備を進

めて参りました。 会場では水球選手による歓喜あふれる熱い戦いが展開され、観客の皆様に感動や魅力を発信していただく

ことで一人でも多くの皆様に応援いただき、この大会がさらに盛り上がっていくことを願います。 

また、3都市の魅力向上と、にぎわい創出につながると大いに期待しております。 

 

観光地・見どころ 

熊本城、桜の馬場城彩苑、水前寺成趣園、植木温泉、霊巌洞・五百羅漢、 

アーケード街（上通・下通・新市街）、くまモンスクエア 
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名物料理 

熊本ラーメン、太平燕（タイピーエン）、辛子蓮根、ひともじのぐるぐる、 

だご汁、いきなり団子 

 

工芸品 

肥後象嵌（ひごぞうがん）、川尻刃物、肥後てまり、肥後まり、肥後こま 

 

詳しくはこちら 

熊本市観光ガイド https://kumamoto-guide.jp 

 

 

 

 

【熊本市の観光に関すること】  

熊本市観光パンフレット  

https://kumamoto-guide.jp/files/7b60d524-f79f-4540-9ad7-0f910f07cd56.pdf 

【熊本市の飲食に関すること】 

熊本市グルメ 

https://kumamoto-guide.jp/foods/ 

熊本市ラーメンナビ 

https://kumamoto-guide.jp/ramen_navi/ 

【体験プログラム】 

くまもと体験プログラム 

https://kumamoto-icb.or.jp/kankou/activity/machisaki/ 

 

  

https://kumamoto-guide.jp/
https://kumamoto-guide.jp/files/7b60d524-f79f-4540-9ad7-0f910f07cd56.pdf
https://kumamoto-guide.jp/foods/
https://kumamoto-guide.jp/ramen_navi/
https://kumamoto-icb.or.jp/kankou/activity/machisaki/
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2.４. 鹿児島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島市は、九州の南端、鹿児島県本土のほぼ中心部にあって、約60万人が住んでいます。 

錦江湾に浮かぶ桜島は、鹿児島のシンボルであり、市街地から桜島を望む景観が、ベスビオ火山を有するナポリ市に似てい

ることから「東洋のナポリ」と呼ばれ、同市と姉妹都市盟約を結んでいます。今現在も噴火を続けている活火山からわずか４キ

ロの市街地に約60万人が住んでいる都市は世界的にも大変珍しいです。 

本市は、桜島・錦江湾を中心とした豊かな自然・景観、まちなかで楽しめる天然温泉、郷土色豊かな薩摩料理など、多彩な魅

力を有する観光都市であり、福岡市から新幹線で1時間程度で訪れることができます。 

 

世界マスターズ水泳選手権開催に向けて 

大会成功に向け、共同開催する福岡市・熊本市と連携して準備を進めて参ります。 

世界各地から訪れる皆様を３都市が盛大に歓迎いたしますので、この機会にぜひ、3都市を周遊して頂き、その地域ならでは

の魅力を堪能して頂ければ幸いです。 

 

観光地・見どころ 

桜島（桜島ビジターセンター・湯之平展望所 他）、名勝 仙巌園、城山（城山展望台・城山自然遊歩道）、天文館 
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名物料理 

黒豚・黒牛料理、芋焼酎、鹿児島ラーメン、白熊、かるかん 

 

工芸品 

本場大島紬、薩摩焼、薩摩切子、薩摩錫器 

 

詳しくはこちら 

かごしま市観光ナビ https://www.kagoshima-yokanavi.jp/ 

 

 

 

 

鹿児島ファンアプリ「わくわく」 

鹿児島をもっと楽しく‼鹿児島市のお勧め情報を発信しています。 

アプリ会員特典として、加盟店で使用できる500円相当のポイントプレゼント。 

４言語（英語、韓国語、繁体字、簡体字）の翻訳機能付き 

ダウンロードはこちらのQRコードから 

 

 

 

 

 

  

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/
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CHAPTER  

3. 世界マスターズ水泳選手権 2023 九州大会 

 

 

 

3.1. 参加登録 

 
世界マスターズ水泳選手権2023九州大会にご参加いただくには、以下の手順に従ってWorld Aquaticsの大会管理シス

テム（World Aquatics GMS）にアクセスし、オンライン登録をしていただく必要があります。 

☞ World Aquatics GMS https://registration.worldaquatics.com/ * 

  *2023年３月１日からアクセス可能です。 

参加登録は、World Aquaticsの大会管理システム（World Aquatics GMS）で行われます。受付期間は2023年３月１

日から６月28日までです。 

参加を希望する選手は、各国の水泳連盟に登録された水泳クラブに所属していなければいけません。オンライン登録の際に

クラブに所属していることを証明する文書を登録する必要があります。 

 

オンライン参加登録手続き 

登録方法は以下の URL に掲載されているマニュアルをご覧ください。 

https://www.fina-fukuoka2022.org/common/img/masters/entry/gms.pdf 

 

1. World Aquatics GMS https://registration.worldaquatics.com/ にアクセスする。 
2. 「アカウントの作成」をクリックする。 

- 「マスターズ選手」「マスターズコーチ」「選手同伴者」の中から代表登録者の区分を選択する。 

- 2015年（カザン）、2017年（ブダペスト）または2019年（光州）の大会に参加している場合、以前登録した電子メールアドレ

スとパスワードを使ってログインできます。 

3. プロフィールに個人情報を入力する。 

4. アクレディテーションカードに使われる証明写真（カラー）をアップロードする（写真に関する規定を参照）。 

5. 身分証明書をスキャンしたファイルをアップロードする 

https://registration.worldaquatics.com/
https://www.fina-fukuoka2022.org/common/img/masters/entry/gms.pdf
https://registration.worldaquatics.com/


 

- 16 - 

 

（ビザの発行が必要な場合は、パスポートの写しをアップロードする）。 

6. 大会リストから「World Aquatics Masters Championships 2023」を選択する。 

7. 出場種目を入力する。 

8. 大会登録費を支払う*。 

9. 決済終了後、具体的な種目を選択する。 

10. 競技参加費を支払う*（詳細は3.2.を参照）。 

* （オンライン決済）VISAカードとMASTERカードしか使えません。 

 

写真の規定 

パスポート用写真をアップロードしなければなりません。写真は、世界マスターズ水泳選手権大会で競技場を自由に出入りで

きるアクレディテーションカードに使われます。ファイル形式は「.jpeg」または「.jpg」で、必ずカラー写真をお使いくださ

い。 

（解像度425×566ピクセル以上、1メガバイト以下です。） 

 

写真の要件 

· 白、明るい灰色、または明るいクリーム色をバックに撮影されていること（影が映っていないこと）。 

· 顔は正面を向き、顔全体が写っていること（あごと肩が写っていること）。 

· 自然な表情で、口は閉じていること（顔をしかめたり、笑ったり、驚いている写真は不可）。 

· 目をしっかりと開けていること。 

（サングラスや色付きメガネをかけていたり、髪で目が隠れていたりする写真は不可）。 

· ピントが合っていて、照明が適切であること。 

· 眼鏡のレンズに光が反射していないこと。眼鏡のフレームに目が隠れていないこと。 

· 宗教的な理由がある場合を除き、頭部全体が写っていること。 

（パスポートの写真と同じ規定） 

· 背景に物が人や物が写っていないこと。 

· 画像加工や画像処理されていないこと。 

· 書類提出の6カ月以内に撮影された写真であること。 

· 原本をスキャンしたファイルをアップロードしてください 

（コピーしたものをスキャンしてはいけません)。 

 

写真についての詳細なガイドラインは以下の場所に掲示していますので、必ずご確認ください。 

https://registration.fina.org/Content/docs/Fina_Accreditation_Photo_Requirements.pdf 

  

https://registration.fina.org/Content/docs/Fina_Accreditation_Photo_Requirements.pdf
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3.2. 参加費 

参加者は、World Aquatics GMSで参加費を支払うようお願いします。参加承認を得るには、参加費の支払いを完了する

必要があります。決済には、VISAカードもしくはMASTERカードしか使用することができません。決済後は、参加者の電子メ

ール宛に決済結果を知らせるメッセージが送られます。 

参加費は2種類あります。 

・選手および同伴者の大会登録費 

・競技参加費 

 

大会登録費（一回限りの支払い） 

・選手               USD 90 

・コーチ・支援スタッフ     USD 60 

・家族・知人           USD 60 

競技者の安全を確保するため、競技用プールおよびトレーニングプールには自分が出場する競技がある日以外は入場できま

せん。ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、観客席やその他のエリアは、毎日入ることができます。 

同伴者としての大会登録に年齢制限はありません。観客席は一般向けに無料で開放されています。観客席の中で、登録認証

を受けた選手、コーチ、同行者の観戦用に専用席があります。（席数に限りがありますので、荷物等で席を取る行為はご遠慮く

ださい） 

 

競技参加費 

・競泳                                 USD 25/種目 

・競泳（リレー）                           USD 55/チーム 

・オープンウォータースイミング                 USD 65/個人 

・飛込                                 USD 25/種目 

・シンクロナイズドダイビング                  USD 50/チーム 

・水球                                 USD 550/チーム 

・アーティスティックスイミング ソロ              USD 25/個人 

・アーティスティックスイミング デュエット、ミックスデュエット USD 50/チーム 

・アーティスティックスイミング チーム、フリーコンビネーション USD 130/チーム 

 

団体競技のチーム登録（競泳、飛込、アーティスティックスイミング、水球） 

団体種目の場合、コーチ又は監督が登録を行います。そのためには、コーチ・監督またはその役割をする選手を登録しなけれ

ばなりません。これにより、システム上で特定のチームのエントリータブを見られる権限が付与され、メンバーを確認したり、種

目別に出場選手を登録したりすることができます。 

コーチ又は監督が登録を完了すると、同じクラブの所属選手全ての名前を確認できます。コーチ又は監督は、画面上で競技

ごとに出場選手を選択してチームを構成します。これが終わったら、競技参加費を支払い、その後チームの参加が承認されま

す。 

※各チームにつき、チームを構成する権限が付与されるのは1人のみです。 
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払い戻し 

大会登録費、競技参加費の払い戻しはできません。ただし、水球については、大会に登録したチームが3チーム未満の場合に

限って払い戻しができます。 

また、参加の権利を他の方に譲渡することはできません。 

 

 

3.3. 参加登録及び参加費支払いの締め切り 

登録・参加申請の締切：2023年６月28日水曜日（23：59UTC（協定世界時））  

上記の期限までに、以下の手続きを終えなければなりません。 

参加を希望する選手、コーチ、同伴者は参加登録が必要です。大会登録費は2023年６月28日水曜日までに支払わなけれ

ばなりません。 

加えて、競技に参加する選手は競技参加登録も必要です。すべての個人・チームの競技参加費は2023年６月28日水曜日ま

でに支払わなければなりません。 

・エントリータイムは、2023年６月28日水曜日まで修正できます。 

*大会登録及び競技参加の申し込みは、必ず2023年６月28日水曜日までに行ってください。登録と支払いが完了していない

場合、大会期間中にアクレディテーションセンターで登録手続きを行って大会へ参加することはできません。 

 

 

3.4. 登録認証 

世界マスターズ水泳選手権2023九州大会にご参加いただくには、締切日の2023年６月28日（23：59UTC）までにオン

ライン登録（World Aquatics GMS https://registration.worldaquatics.com/）と参加費の支払いを済ませ、登

録認証を受けなければなりません。 

選手、コーチ、同伴者は必ず登録認証を受けてください。登録、参加費（大会登録費、競技参加費）の支払いまで済ませておか

ないと、認証を受けることはできません。 

すべての参加者は、到着後すぐにアクレディテーションセンター（参加登録を行う際に、アクレディテーションカードを受け取

る場所を選択することができます。ただし、参加登録提出後に受け取り場所を変更することはできません。必ず、GMS登録時

に選択したアクレディテーションセンターへ行ってください）で手続きを行い、アクレディテーションカードを受け取ります。カー

ドを受け取る際には、オンライン登録に提出した身分証明書（パスポートなど）を提示しなければなりません。同伴者も同じ手続

きが必要です。 

アクレディテーションカードを紛失した場合は、直ちに最寄りの組織委員会のセキュリティに届け出てください。なお、紛失し

たアクレディテーションカードの再発行には違約金が課される場合があります。 

アクレディテーションセンターは以下の３か所にあります。なお、競技会場ではアクレディテーションカードの受け取りはでき

ませんので、必ず所定のアクレディテーションセンターへお越しください。 

  

https://registration.worldaquatics.com/
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名称 種別 受付日程 オープン時間 

博多港国際ターミナル（福岡市） 

SW 

DV 

OWS 

2023年７月30日～8月11日 

（７月30日～８月５日） 

8:00～19:00 

（８月６日～８月11日） 

9:00～17:00 

アクアドームくまもと（熊本市） WP 2023年８月３日～８月11日 

（８月３日～８月４日） 

9:00～18:00 

（８月５日～８月11日） 

8:00～競技終了１時間後又は19:00の早い時間 

鴨池公園水泳プール（鹿児島市） AS 2023年８月３日～８月11日 

（８月３日～８月４日） 

8:00～17:00 

（８月５日～８月11日） 

8:00～競技終了１時間後又は19:00の早い時間 

 

 

博多港国際ターミナル（福岡市） 

・配付対象種別：競泳、飛込、オープンウォータースイミング 

・受付日程： 2023年７月30日～８月11日 

・受付時間： ７月30日～８月 ５日 8:00～19:00 

        ８月  ６日～８月11日 9:00～17:00 

（早朝から練習を行う場合は、前日までにアクレディテーションカードの受け取りを完了しておいてください） 

・交通アクセス 

- 住所：福岡市博多区沖浜町14-1（アクレディテーションセンターはターミナル３階に設置します） 
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- 地図 

 

 

- アクセス方法 

福岡空港から市営地下鉄に乗車して博多駅へ 

博多駅から西鉄バスに乗車し、「博多港国際ターミナル」下車後すぐ 
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アクアドームくまもと（熊本市） 

・配付対象種別：水球 

・受付日程：2023年８月３日～８月11日 

・受付時間：公式練習日（８月３日～８月４日） 9：00～18：00 

        競技日（８月５日～８月11日） 8:00～競技終了１時間後又は19:00の早い時間 

・交通アクセス 

- 住所：熊本県熊本市南区荒尾2-1-1（アクレディテーションセンターは建物の１階正面玄関から入ってすぐの場所に設置し

ます） 

- 地図 

 

 

- アクセス方法 

水球競技会場のアクアドームくまもと内です。 

アクセス方法は「4.2交通案内とサービス（熊本市）」ご覧ください。 
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鴨池公園水泳プール（鹿児島市） 

・配付対象種別：アーティスティックスイミング 

・受付日程：2023年８月３日～８月11日 

・受付時間：公式練習日（８月３日～８月４日） 8：00～17：00 

        競技日（８月５日～８月11日） 8:00～競技終了１時間後又は19:00の早い時間 

・交通アクセス 

- 住所：鹿児島県鹿児島市鴨池2-31-3（アクレディテーションセンターは建物の１階正面玄関から入ってすぐの場所に設置

します） 

- 地図 

 

 

- アクセス方法 

アーティスティックスイミング競技会場の鴨池公園水泳プール内です。 

アクセス方法は「4.3交通案内とサービス（鹿児島市）」ご覧ください。 
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3.5 入国情報 

3.5.1 ビザ情報 

別冊「VISA＆入国ガイド」のとおり  ※英語版のみ 

 

3.5.2 感染症対策情報※2023年４月６日時点（今後変更となる可能性があります。） 
※政府からの要請があった場合は、「コロナガイドライン」を６月末までに別途公開予定です。 

１．感染症対策について 

安全・安心に旅行していただくためには基本的な感染防止対策の徹底が重要です。次を参考に各自対策の実施をお願いしま

す。 

 ①感染症対策について  
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②場面別エチケットについて 
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③マスク着用について 
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２．訪日外国人の病気・怪我の際の対応フロー（競技会場外において） 

 日本滞在時における病気・怪我の際の基本的な対応フローが次の通りとなっております。 

① 発熱などの感染が疑われる症状が発生した場合 ※詳細は各都市のフロー図参照 

   新型コロナウイルス感染症に関することや医療機関の受診に関することなどについて24時間相談を受け付けておりま 

すので、発熱などの症状があった場合は、電話してください。 

    ・電話番号 福岡市 ：092-687-5357  

             熊本市 ：092-687-7962  

             鹿児島市 ：099-833-3221  

② コロナ陽性が判明した場合【大会への出場は出来ません】 

   医療機関での受診を経て、検査の結果、陽性が判明した場合は、基本的に宿泊しているホテル等での療養となりますの 

で、宿泊しているホテル等のスタッフに、陽性がなった旨伝えてください。なお、ホテル等から陽性者は宿泊できないと 

説明があった場合は、福岡県が契約する宿泊療養施設（ホテル）へ入所することとなりますので、上記の外国語専用ダイ 

ヤルに相談してください。 

③ 療養期間中の対応【大会への出場は出来ません】 

   原則、外出は自粛してください。 

   症状軽快してから24時間が立った場合や、無症状の場合は、生活必需品の買い出しなど必要最低限の外出は可能で 

す。ただし、自主的な感染予防行動（外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出 

時や人と接する際には必ずマスクを着用するなど）を徹底してください。 

④ 療養期間（有症状者）【大会への出場は出来ません】 

   原則、発症から７日間経過するまでの期間。 

  ※７日間を経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合に8日目から解除されます。 

   ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等 

ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マス 

クを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。 

⑤ 濃厚接触者【大会への出場は出来ません】 

   陽性者とホテル等同室で宿泊された方、陽性となった方と近距離で接触（必要な感染対策をせずに手を触れる）された 

方、もしくは長時間接触（対面で互いに手を伸ばしたら届く距離（１ｍ程度以内）で15分以上の接触）された方がいる場 

合は、陽性者とそのような接触があった日から５日間の外出を自粛してください（２日目及び３日目に検査キットによる 

検査（自費検査）で陰性を確認した場合は、３日目から解除が可能です）。この外出自粛期間についても、大会への出場 

はできません。 

   発熱等の症状がある場合は、上記の外国語専用ダイヤルにご相談ください。 

⑥ 費用について 

参加者が受診した場合の、診療費など請求された費用に関しては、原則、全て自己負担となります。 

     なお、参加者の負担軽減のため、「３．保険」の記載事項を必ずご確認ください。 
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・福岡市内における対応フロー図 
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・熊本県内における対応フロー図 
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・鹿児島県内における対応フロー図 
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・大会開催市以外にける対応フロー図  
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３．保険 

日本滞在中に怪我や病気になった場合、医療費が非常に高額になる場合あります。安心して日本でお過ごしいただくため

に万一の場合に備え、十分な補償の民間医療保険の加入を強く推奨します。 

○保険（加入の勧め） 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001483790.pdf 

 

＜注意事項＞ 

参加者は、必ず入国前に帰国時に必要な検査についてご確認のうえ来日ください。そのうえで、必要な検査については、

組織委員会では準備していないため、各自にて手配いただけますようよろしくお願いいたします。 

（入国・帰国で必要となる検査に係る費用は、全て自己負担となります。） 

 

＜参考＞ 

〇 日本政府観光局 (JNTO) 訪問者ホットライン 

https://www.japan.travel/en/plan/hotline/ 

電話番号 050-3816-2787 

 

〇 日本政府観光局（JNTO）ウェブサイト 

http://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html 

○具合が悪くなったときに役立つガイドブック 

https://www.mlit.go.jp/common/001483095.pdf 

 

  

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001483790.pdf
https://www.japan.travel/en/plan/hotline/
http://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html
https://www.mlit.go.jp/common/001483095.pdf
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3.6. 競技場および練習場 

世界マスターズ水泳選手権2023九州大会は、６つの競技場で開催されます。 

競泳、飛込、 オープンウォータースイミングは福岡市（マリンメッセ福岡A館、福岡市総合西市民プール、福岡県立総合プー

ル、シーサイドももち海浜公園）、水球は熊本市（アクアドームくまもと）、アーティスティックスイミングは鹿児島市（鴨池公園水

泳プール）でそれぞれ競技が行われます。 
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マリンメッセ福岡A館 競泳会場（SW） 

 

マリンメッセ福岡A館では、競泳が行われます。 

世界水泳選手権２０２3福岡大会のメイン会場として使用される長さ50m・幅26m・水深3mの特設ステンレスプールにて

実施します。 

マリンメッセ福岡Ａ館は、2001年の第9回FINA世界水泳選手権福岡大会においてもメイン会場として使用し、世界初の50

ｍ特設プール、TV放映での様々な映像技術の採用など、その後の大会の開催に影響を与え、World Aｑuaticsから高く評価

されています。 

 
競技場について 

競技用プール（メイン競泳プール、屋内） 

· 種目: 競泳 

· 規格/水深: 50×26m/3m 

· 水温: 26～27℃ 

· レーン数: 10 

練習用プール（競泳プール、屋内） 

· 種目: 競泳 

· 規格/水深: 50×25m/2m 

· 水温: 26～27℃ 

· レーン数: 10 

· 住 所: 福岡市博多区沖浜町７−１ 

・ 地図：https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 

 

  

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html
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福岡市総合西市民プール 競泳会場（SW） 

 

総合西市民プールでは競泳が行われます。 

1995年に開催された第18回夏季ユニバーシアードで水球が行われた会場です。また、200１年の第9回FINA世界水泳選

手権福岡大会においては、女子の水球会場として使用されました。 

 

競技場について 

競技用プール（屋内） 

· 種目: 競泳 

· 規格/水深: 50×25ｍ/3.3m 

· 水温: 26～27℃ 

・ レーン数: 10 

練習用プール（屋内） 

· 種目: 競泳 

· 規格/水深: 25×14m/2m 

· 水温: 26～27℃ 

・レーン数: ７ 

・住 所: 福岡市西区西の丘1丁目4番1号 

・ 地図：https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 

   ※マリンメッセ福岡と福岡総合西市民プールの位置関係については、「4.1 福岡市 4.1.2 市内交通（会場までのアクセ

ス）」をご参照ください。 

 

  

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html
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福岡県立総合プール 飛込会場（DV） 

 

福岡県立総合プールでは、飛込が行われます。 

1989年4月に開館した福岡市内唯一の飛込施設です。 

1995年に開催された第18回夏季ユニバーシアードで競泳が行われた会場です。また、2001年の第9回FINA世界水泳選

手権福岡大会においては、飛込会場として使用されました。 

 
競技場について 

競技用プール（ダイビングプール、屋内） 

· 種目: 飛込 

· 規格/水深: 20ｍ×22ｍ/5ｍ 

· 水温: 28℃ 

· 住 所: 福岡市博多区東平尾公園２丁目１−３ 

・地図：https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 

 

  

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html
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シーサイドももち海浜公園 オープンウォータースイミング会場（OWS） 

 

シーサイドももち海浜公園では、オープンウォータースイミングが行われます。 

福岡タワーや福岡PayPayドームの北側に広がる人工ビーチの公園で、ビーチバレーやビーチサッカーなどビーチスポーツ

のメッカです。公園内にある「マリゾン」は、レストランや結婚式場などが集まる複合施設です。太陽が海に沈むころには、海と

空があかね色に染まり、美しい光景が広がります。 

公園の周辺には、ホテルやショッピングモールなどもあります。 
 
競技場について 

· 種目: オープンウォータースイミング 

· コース: 3km 

・水温: 27～２9℃ 

· 住所: 福岡市中央区地行浜 

練習用会場：同 上 

練習用プール（屋内） 

・福岡市立中央市民プール 

・種目：オープンウォータースイミング 

・規格/水深：25m、水深1.1m～1.2m 

・水温：28-30℃ 

・レーン数: ６ 

・住所：福岡市中央区西公園14番30号 

・地図：https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 

  

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html
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アクアドームくまもと 水球会場（WP） 

 

熊本市のアクアドームくまもとでは、水球競技が行われます。 

熊本市の中核施設であるアクアドームくまもとは、多くの市民がスポーツを楽しみ暮らしを豊かにするコミュニティ拠点とし

て１９９８年７月にオープンしました。障がい者の方にも利用しやすい工夫がなされ、国内競技会はもとより国際競技会にも十

分対応できるハイレベルの機能を備えております。これまで全国大会や世界水泳・オリンピックに出場する国内外チームの合宿

は開催されましたが、国際大会の開催は本大会が初めてとなります。 

 

競技場について 

競技用プール（屋内） 

· 竣工年月日: 1998年7月 

· 種目: 水球 

· 規格/水深:①50m×25.5m/2.0m ※半分にしてコートを２面作る 

         ②25mx23m/4m 

· 水温: 26～27℃ 

練習用プール（屋内） 

· 竣工年月日: 1998年7月 

· 種目: 水球 

· 規格/水深:25m×18m/2m 

· 水温: 29～30℃ 

· 住 所: 熊本県熊本市南区荒尾２丁目１−１ 

・地図：https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 
  

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html
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鴨池公園水泳プール アーティスティックスイミング会場（AS） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島市の鴨池公園水泳プールでは、アーティスティックスイミングが行われます。 

誰もがいつでも楽しく利用できるプールをコンセプトに２０１１年４月にオープン。今では、市民から親しまれるプールとして

地域に定着しています。国際公認のメインプール、飛込プールでは、これまで多くの国内大会が開催されておりますが、国際大

会の開催は本大会が初めてとなります。 

 

競技場について 

競技用プール（屋内） 

· 竣工年月日: ２０１１年４月 

· 種目: アーティスティックスイミング 

· 規格/水深:50m×25m/3m 

· 水温: ２６～２７℃ 

練習用プール（屋外) 

・ 規格/水深 25ｍx23ｍ/5ｍ 

・ 水温：26～27℃ 

· 住 所: 鹿児島県鹿児島市鴨池二丁目３１－３ 
· 地図：https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 

 
  

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html
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3.7. 競技規則および規程 

World Aquaticsのウェブサイトに掲載されているWorld Aquatics競技規則は、世界マスターズ水泳選手権の5つの種

目を取り扱っています。規則や規程に関する情報は、World Aquaticsのウェブサイトwww.fina.orgでご確認いただけま

す。 

 

3.8. 競技プログラム 

· 競泳                       8月5日～8月11日 マリンメッセA館、総合西市民プール  （９:３０開始） 

· 飛込                       8月2日～8月 7日 福岡県立プール                  （１１:00開始） 

· 水球                       8月5日～8月11日 アクアドームくまもと               （９:00開始） 

· アーティスティックスイミング  8月5日～8月11日 鴨池公園プール                   （９:00開始） 

· オープンウォータースイミング 8月2日～8月 3日 シーサイドももち海浜公園          （８:30開始） 

 

トレーニング・競技の前、最初にアクレディテーションセンターに行く必要があります。（アクレディテーションセンターに関する情

報は19ページをご覧ください） 

・競泳、ダイビング、オープンウォータースイミング…博多港国際ターミナル（福岡市） 

・水球…アクアドームくまもと（熊本市） 

・アーティスティックスイミング…鴨池公園水泳プール（鹿児島市） 
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3.8.1. 競泳 

参加年齢: 満25歳以上 

 

年齢基準: 2023年12月31日現在の年齢 

 

年齢区分（個人種目）: 

25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75-79、80-84、85-89、

90-94 …（5歳刻みとし、必要に応じて追加） 

 

年齢区分（リレー種目）: チームメンバー全員の年齢（満年齢）の合計 

100-119、120-159、160-199、200-239、240-279、280-319、320-359…（40歳刻みとし、必要に応じて追

加） 
 
競技種目: 

自由形 50m、100m、200m、400m、800m 

背泳ぎ 50m、100m、200m 

平泳ぎ 50m、100m、200m 

バタフライ 50m、100m、200m 

個人メドレー 200m、400m 

リレー 4×50mフリーリレー、4×50mメドレーリレー 

混合リレー 4×50m混合フリーリレー、4×50m混合メドレーリレー 

競技は、タイムレース決勝で行います。 

 

参加標準記録: エントリータイムは、公認競技で取得したもの、2020年１月１日以降に取得したものである必要がありま

す。 

本大会で記録した記録が、参加標準記録より遅い場合、その選手の競技結果には、本大会で記録した記録ではなく「N.T.

（No Time：記録なし）」と記録されます。 

参加標準記録は下記より確認をお願いします。 

https://www.fina-fukuoka2022.org/en/news/assets/WMCH_KYUSHU_ENTRY_TIMES-WOMEN.pdf 

https://www.fina-fukuoka2022.org/en/news/assets/WMCH_KYUSHU_ENTRY_TIMES-MEN.pdf 

参加標準記録に明らかに届かない選手がいた場合、その選手は以後実施されるすべての個人種目に出場できないことがあ

ります。 

 

World Aquatics 承認の水着については以下をご参照ください。 

https://www.fina.org/swimming/approved-swimwear 

 

競技中はFORM（フォーム）ゴーグル（スマートディスプレイ搭載スイミングゴーグル）の使用は禁止です。 

https://www.fina-fukuoka2022.org/en/news/assets/WMCH_KYUSHU_ENTRY_TIMES-WOMEN.pdf
https://www.fina-fukuoka2022.org/en/news/assets/WMCH_KYUSHU_ENTRY_TIMES-MEN.pdf
https://www.fina.org/swimming/approved-swimwear
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参加情報: 参加を申し込んだ選手の数が1日の競技時間（10時間）内に試合のできる人数を超えた場合、安全確保のため、

参加登録締切より早めに受付を終了させていただくことがあります。参加登録締切後、年齢や性別によるプールの割り当てを

ウェブサイトに掲載します。 

 

トレーニング・競技会場に行く前に、博多港国際ターミナルにあるアクレディテーションセンターへ行く必要があります。 

 

練習場所および時間: 

練習は2023年8月3日から4日まで、下記のプールで行います。 

1. マリンメッセ福岡A館 ウォームアップ用プール（50×25m、10レーン）:9:00～17:00 

2. マリンメッセ福岡A館 メインプール（50×26m、10レーン）: 9:00～17:00 

3. 総合西市民プール ウォームアップ用プール（25×14m、7レーン）: 9:00～17:00 

4. 総合西市民プール メインプール（50×25m、10レーン）: 9:00～17:00 

 

テクニカルミーティングは、8月4日の練習終了後17:00から開催されます。 

開会式は、テクニカルミーティング終了後にマリンメッセ福岡A館で開催されます。 

 

テクニカルミーティング: 

日時：2023年8月4日 17:00（練習終了後） 

場所：マリンメッセ福岡A館、総合西市民プール  

 

競技日程: 2023年8月5日～8月11日（7日間） 

競技開始時間は9:30です。 

 

競技場: 

1. マリンメッセ福岡A館 メインプール 

2. 総合西市民プール メインプール 
 
競技用プール: 

1. マリンメッセ福岡A館 メインプール: 長さ50m、幅26m、10レーン、水深3m（屋内） 

2. 総合西市民プール メインプール: 長さ50m、幅25m、10レーン、水深3.3m（屋内） 

 

ウォームアップ/クールダウンプール: 

1. マリンメッセ福岡A館 ウォームアップ用プール（屋内): 長さ50m、幅25m、10レーン、水深2m（8:00～19:30） 

2. 総合西市民プール ウォームアップ用プール（屋内): 長さ25m、幅14m、7レーン、水深1.4m（8:00～19:30） 
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ウォームアップの際の注意事項: 

· 競技用プールにおけるウォームアップ 

1) プールに入るときは、足からゆっくり入ります。 

2) ダッシュ（スタート練習用）レーン以外では、飛び込みや背泳ぎのスタートはできません。 

3) 競技用プールでは、競技前のウォームアップの時間に１レーン以上のダッシュレーンを設定します。 

4) プルブイ、キックボード、フィン、ハンドパドル、その他不適切な練習補助器具は、競技用プールでもウォームアップ用プール

でも使用できません。時計や重いアクセサリーも着用してはいけません。 

5) 指輪、スタッドピアス、メディカルアラートIDを除き、宝飾品の着用は禁止です。 

6) 競技用プールでウォームアップ/クールダウンができるのは、当日出場する選手に限られます。 

7) ウォームアップ/クールダウンのための競技用プール使用時間：8:00～9:15 / 競技終了後１時間（ただしプールの使用は

19:30まで） 

 

· ウォームアップ用プールにおける注意事項 

1) 利用は当日出場する選手に限られます。 

2) プールに入るときは、足からゆっくり入ります。 

3) 飛び込みや背泳ぎのスタートはできません。 

4) プルブイ、キックボード、フィン、ハンドパドル、その他不適切な練習補助器具は、競技用プールでもウォームアップ用プール

でも使用できません。時計や重いアクセサリーも着用してはいけません。 

5) 指輪、スタッドピアス、メディカルアラートIDを除き、宝飾品の着用は禁止です。 

 

選手は、ウォームアップの際の注意事項を守らなければなりません。競技場で、スポーツマンシップに反する行動や危険な行

動をする選手に対し、World Aquaticsマスターズ委員会は、罰則を含め適切な措置をとることができます。 

 

参加制限: 個人種目は、1人5種目まで出場できますが、同じ日に出場できるのは2種目までです。また、その5種目に加え、

オープンウォータースイミングに出場することもできます。個人種目に出場するために入力したエントリータイムは、その競技の

参加標準記録を超えてはなりません。 

リレー種目は、各リレー種目に１人１回しか出場できません。 
参加登録をするには、必ずエントリータイムを入力しなければいけません。締め切り（2023年6月28日UTC（協定世界時）

23:59）以降は、参加の申し込みも、エントリータイムの変更もできません。 

各種目への参加登録は、登録数が最大参加可能数に達した時点で締め切られます。 

 

オーバ・ザ・トップ方式: ゴールした前の組の選手は水中で待機して、次の組がスタートしてから退水します。競技は同じ側

より行われます。 

 

ワンスタートアウト: 出発合図の前にスタートした競技者は失格となります。 
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組分けの方法: 各種目は、締め切り後に、年齢区分別に高年齢から低年齢へ、エントリータイムの遅い順に行います。ただ

し、800m自由形、400m自由形、400m個人メドレーの3種目の組分けは、年齢区分に関わらずエントリータイムの遅い順に

行います。組分けに関する案内は、参加登録締め切り後にウェブサイトに掲載します。 

 

リレー種目: 大会会場で登録手続きを行う際に、事前登録した選手の名前が書かれたリレー受付表がチームの代表に渡され

ます。チームの代表は、リレー受付表に書かれた選手の名前を確認し、エントリータイムを書いたうえで決められた場所に返却し

ます。その際、間違いがあれば修正してください。リレー競技に出場する選手は全員が同じクラブ（チーム）に所属していなけれ

ばならず、1人の選手が2つ以上のチームの代表になることはできません。また、参加登録を締め切った後は年齢区分を変更す

ることはできません。なお、リレーオーダーの変更は、競技前日の12:00まで可能です。 

 

混合リレー:「混合」は、男女の選手（男子2人、女子2人）が1つのチームとして出場することを指します。出場の順番は自由に

決められます。 

 

招集: 招集は各レースの30分前に行います。出場する選手は、30分前までに招集所役員の出場チェックを受けてください。

招集所に集合しない選手は競技に出場することができません。 

 

競技結果: すべての競技結果は、各競技が終わった後、世界マスターズ水泳選手権のウェブサイトに掲載されます。 

 

メダル:  

個人種目   年齢区分別に1位から3位までの選手に金、銀、銅メダルを授与します。 

リレー種目 年齢区分別に1位から3位までのチームの選手全員に金、銀、銅メダルを授与します。 

 

注意: 喫煙は指定された場所でのみ行ってください。 
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3.8.2. オープンウォータースイミング 

トレーニング・競技会場に行く前に、博多港国際ターミナルにあるアクレディテーションセンターへ行く必要があります。 

 

競技情報: 

競技日程:  

· 2023年8月2日（水） 女性 

· 2023年8月3日（木） 男性 

第1ウェーブの開始予定時刻は8:30です。 

 

競技場: シーサイドももち海浜公園 オープンウォータースイミング競技場 

 

距離: 3km（1.5ｋｍ×2周） 

 

参加年齢: 25歳以上（2023年12月31日現在の年齢） 

 

年齢区分: 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75-79、80-

84、85-89、90-94 …（5歳刻みとし、必要に応じて追加） 

 

競技規則: World Aquaticsオープンウォータースイミング競技規則を原則とします。  

 

参加人数:安全上の理由から、1日の出場選手数を1000人に制限します。各日につき出場登録選手が1000人に達したとこ

ろで登録を締め切ります。 

 

スタート:競技者は年齢層別に編成されます。 競技者は、受付終了後に決定されるそれぞれの波でスタートします。全ての競

技は水中でスタートします。選手は競技中、組織委員会が提供するキャップとトランスポンダーを必ず着用してください。 

 

制限時間: 3ｋｍの制限時間を90分とします。制限時間が過ぎてからもコースに残っている選手は、棄権となります。なお、 

1周目の1.5kmを45分で通過できない場合には、2周目には進むことができず棄権となります。棄権になった選手はライフ 

セーバーの指示に従ってください。棄権した選手の公式タイムは記録されません。 

 

テクニカルミーティング: 出場選手は必ずテクニカルミーティングに出席するか、テクニカルミーティングの様子を撮影し

た動画を視聴してください。 

· 日時： 2023年8月1日  13：30～14：30 

· 場所：オープンウォータースイミング会場-百道浜海浜公園  

オンラインの入室方法およびテクニカルミーティングの映像は、後日ホームページに掲載されます。 

 

メダル: 年齢区分別に1位から3位までの選手に金、銀、銅メダルを授与します。 
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受付:すべての選手は出場競技が始まる90分前までに受付を済ませてください。 

 

ウェーブのスケジュールは、開始時間とチェックイン情報とともにウェブサイトでお知らせします。 

 

その他情報 

コースの環境: 

· 水温: 27〜29℃（気象条件によって変動） 

· 周辺気温: 25～35℃（気象条件によって変動） 

· 風の状態: 気象条件によって変動 

· 潮流: 穏やか 

· 海流: 穏やか 

· うねり: 穏やか（気象条件によって変動） 

· コースの水深（スタート・フィニッシュ付近）：約2m（潮位によって変動） 

· コースの海底の堆積物: 土と砂 

· 流出口および水中障害物: なし 

気象情報は競技中に選手に提供されます。 

 

安全措置: 競技開始から終了まで、医療班と救命ボートが待機している。 

 

練習場所および日時: 

·シーサイドももち海浜公園  オープンウォータースイミング競技場 

2023 年 8 月 1 日 10:00～13:00（女性・男性） 

・福岡中央市民プール 

2023 年 8 月 1 日 15:00～17:00（女性・男性） 

2023 年 8 月 2 日 1５:00～17:00（男性のみ） 

 

注意: 喫煙は指定された場所でのみ行ってください。 
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3.8.3. 飛込 

参加年齢: 満25歳以上 

 

年齢基準: 2023年12月31日現在の年齢 

 

年齢区分: 

· スプリングボードとプラットフォーム:25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、

70-74、75-79、80+（5歳刻みとし、必要に応じて追加） 

· シンクロナイズドダイビング: 50-99、100+（2人の年齢の合計） 

 

競技日程: 2023年8月2日～8月7日（6日間) 

 

安全措置: 選手は、ダイビングができる状態かどうかを主催側に伝えなければなりません。審判は、選手の安全に問題があ

ると判断した場合、選手の出場を禁じることができます。 

 

トレーニング・競技会場に行く前に、博多港国際ターミナルにあるアクレディテーションセンターへ行く必要があります。 

 

練習場所および時間: 

７月３１日 9:00～17:00 

８月１日 9:00～11:00、13:00～17:00 （テクニカルミーティング 11:00～１２：00） 

競技期間中の練習時間は、8:30から最初の競技開始20分前までです。 

スプリングボードは最後の競技終了後から１時間、遅くとも20:00まで使用することができます。 

試合のある期間中は、その日の競技に出場する選手に限ってスプリングボードやプラットフォームで練習することができます。

プラットフォームやスプリングボードを使用する試合がない日は、他の選手も使用することができます。 

各種目の間に20分間の練習時間が与えられますが、このとき練習できるのは次の種目に参加する選手に限られます。 

2人の選手がスプリングボードとプラットフォームで同時に飛込むことはできません。 

ドライランドは公式練習期間と競技期間中決められた時間のみ使用することができます。 

プリパレーションエリアは練習中と競技中、どちらも使用することができます。 

 

テクニカルミーティング:  

時間：2023年8月1日 11:00 

場所：福岡県立プールの観客スタンド 

 

競技日程: 競技の開始時間は11:00です。 

競技日程は大会開催前にウェブサイトに掲載します。大会期間中は競技場にも掲示されます。 
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必須飛び込み回数: 

スプリングボード & プラットフォーム 

年齢区分 

（歳） 

必須飛び込み回数 

男子 

1m＆3m 

女子 

1m＆3m 

男子 

プラットホーム 

女子 

プラットホーム 

25-29 7 6 6 6 

30-34 7 6 6 6 

35-39 7 6 6 6 

40-44 7 6 6 6 

45-49 7 6 6 6 

50-54 6 5 5(X) 5(X) 

55-59 6 5 5(X) 5(X) 

60-64 6 5 5(X) 5(X) 

65-69 6 5 5(X) 5(X) 

70-74 5 4 4(X) 4(X) 

75-79 5 4 4(X) 4(X) 

80+ 4 3 3(X) 3(X) 

注: (×）10mプラットフォームにおける制限 – 50歳以上の参加者は、足から入水しなければなりません。また、演技の難易度

が2.0を超えてはなりません。 

 

シンクロナイズドダイビング 

競技 年齢区分 男子 女子 混合チーム 

3m 

スプリングボード 

50–99 2(*)+2 2(*)+2 2(*)+2 

100 + 2(*)+2 2(*)+2 2(*)+2 

プラットフォーム 

 

50–99(X) 2(*)+2 2(*)+2 2(*)+2 

100 + (X) 2(*)+2 2(*)+2 2(*)+2 

注: (×）10mプラットフォームにおける制限 – シンクロナイズドダイビングに参加するチームは、2人のうち1人でも50歳以上

であれば、足から入水しなければなりません。また、演技の難易度が2.0を超えてはなりません。 

(*)難易度の計算方法に関係なく、各型の難易度は2.0です。 

 

ウォームアップ: すべての選手は、出場前に準備運動（ウォームアップ）をすることができます。 
 

競技場: 福岡県立総合プール ダイビングプール 
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プールの規格: ダイビングプールは、World Aquaticsの規定に基づいています。 

競技用器具: 

· 3x1m スプリングボード デュラフレックス（競技用2つ、練習用1つ） 

· 3x3m スプリングボード デュラフレックス（競技用） 

· 1x3m プラットフォーム 

· 1x5m シンクロナイズドダイビング競技に適したプラットフォーム 

· 1x7,5m シンクロナイズドダイビング競技に適さないプラットフォーム 

· 1x10m シンクロナイズドダイビング競技に適したプラットフォーム 

· 水面攪拌装置（水面を波立たせる装置） 

· プレパレーションエリア（広いマットが敷かれたエリア） 

・ ドライランド（トランポリン、スプリングボード、サマーソルトボックス、アイスバス等） 

· ウォールプール（ジャグジー） 

· シャワー施設 

 

競技進行方式: 選手は、World Aquaticsダイビング競技規則（World Aquatics Diving Rules）の種目表から自由に

演技種目を選択することができます。ただし、演技ごとの種目はすべて異なるものでなければなりません。 

50歳以上の選手が10mの高さから飛び込む時は、足から入水します。また、難易度は2.0を超えてはなりません。 

70歳以上の選手は、ダイビングの型が異なっていれば、同じ番号の種目を繰り返すことが認められます。 

シンクロナイズドダイビングのうち、3mスプリングボードとプラットフォームについては、違うクラブに所属する選手2人がチ

ームを組むことができます。 

ただ、この場合においても、2つのクラブが登録している連盟は同じでなければなりません。 

シンクロナイズドダイビングにおいて、2人の選手は、必ず同じ番号のダイビングおよび型の演技をしなければなりません。違

反すると、主審によって非採点（0点）処理となります。 
選手は、該当する年齢区分の必須飛び込み回数を守って演技しなければなりません。予選や決勝戦は行われません。 

 

ダイブシート（演技種目申込用紙): ダイブシートの提出に関する案内は、参加登録の際に入力した電子メールアドレス

宛に送られます。特別な場合に限って、各競技が始まる24時間前までに競技場でダイブシートを提出することを認めていま

す。また、オンラインでシートを提出した場合、追って、署名がなされた原本を提出していただきます。 

競技開始24時間前から3時間前までは、USD10のペナルティーを支払えば、シートの提出とすでに提出したシートの内容

の変更が認められます。 

変更の締め切り時間（競技開始3時間前まで）を過ぎると、ダイビングシートを変更することができません。 

 

招集所での待機: 選手は、出場競技が始まるまで、競技場で待機しなければなりません。 

 

メダル: 1位から3位までの選手に金、銀、銅メダルを授与します。 

 

注意: 喫煙は指定された場所でのみ行ってください。  
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3.8.4. 水球 

参加年齢: 満30歳以上 

 

年齢基準: 2023年12月31日現在の年齢 

 

年齢区分: 30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60…（5歳刻みとし、必要に応じて追加） 

年齢区分の基準は、男女とも同じです。 

チームの最年少選手の年齢を基準に、そのチームの年齢区分が決まります。 

最年少選手のほかは年齢制限がありません。 

 

参加情報: 予選を戦うチームが17チーム以上の場合、一部またはすべてのチームが、毎日1度以上試合をしなければならな

くなることがあります。年齢区分ごとに20チームまで参加できます。 

年齢区分ごとに1つのクラブから1チームしか出場できません。 

最大60チームまで参加できます。 

 

チームの構成: 本大会には、World Aquaticsマスターズ水球競技規則が適用されます。各チームは7名の選手で構成さ

れ、そのうち1名はゴールキーパーとし、ゴールキーパーキャップを着用します。また、9名以上の交代要員を待機させることは

できません。各試合開始の45分前までに待機する選手名を含めた名簿を役員席に提出します。名簿に記載されている全ての

競技者は試合に出場することが出来ます。試合開始後、競技者が7人未満のチームはゴールキーパーを置かなくてもよいです。 

各チームは、World Aquatics世界マスターズ水泳選手権競技の出場選手リストに15人（出場選手7人、補欠選手最大8

人）まで入れることができます。ゴールキーパーの補欠選手を指定する必要はありません。なお、いったん下がったゴールキー

パーが再び試合に入るときは、どんなポジションでもプレーすることができます。 

女子選手は、男子チームの選手として出場することができます。 

各選手は、1つのクラブの所属としてのみ出場することができ、チームのメンバーは全員同じクラブに所属していなければな

りません。 

同一年齢区分において、参加申請したチームが3チーム未満である場合、その年齢区分のチームはすぐ下の年齢区分のチー

ムと一緒に試合を行うかどうかを選択することができます。すぐ下の年齢区分のチームと試合をすることを選択した場合で

も、順位は年齢区分別につけられます。すぐ下の年齢区分のチームと試合をすることを望まない場合、そのチームは不参加と

なり、チームの参加登録費を返金いたします。この際、水球のみに参加するために個人登録費を支払った選手については、個人

登録費も返金いたします。 
 

トレーニング・競技を行う前に、会場内のアクレディテーションセンターへ行く必要があります。 
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練習場所および日時: 

次のプールで練習することができます。 

1. アクアドームくまもと 競泳メインプールA: 約23ｍ×20ｍ×2ｍ 

2 アクアドームくまもと 競泳メインプールB: 約23ｍ×20ｍ×2ｍ 

3. アクアドームくまもと ダイビングプール: 約21ｍ×20ｍ×4ｍ 

4．アクアドームくまもと ウォームアップ用プール: 約23×18ｍ×2ｍ 

競技開始2日前の2023年8月3日から10:00-18:00の間で練習ができます。練習場所の予約は、あらかじめ書面で行う

か、水球選手登録デスクにお申し付けください。 

参加登録チームの数によっては、大会中でも練習ができる可能性があります。 

追加練習のスケジュールは、テクニカルミーティングでお知らせする予定です。 

最終試合終了後1時間、最も遅い場合で19:30まではトレーニング会場として開放されます。 

 

テクニカルミーティング:  

時間：2023年8月4日 16:00 

場所：アクアドーム内、エントランスホール 

コーチ、マネージャー、チーム代表がご出席ください。 

テクニカルミーティングの時に、出場メンバーを確定させます。World Aquatics GMSで事前登録を済ませ、登録料を支

払った選手に限り、出場メンバーに含めることができます。 

 

競技日程: 2023年8月5日～8月11日（7日間） 

詳しい競技日程は、組み合わせ抽選後なるべく早く大会ウェブサイトに掲載する予定です。 

 

競技進行方式: 各年齢区分の参加チームの数によって変わります。原則として、各チーム少なくとも4試合を行い、年齢区

分ごとに可能な限り順位を付けることとします。 

1 試合以上予選を行ったあと、準決勝と決勝を経て最終的な順位が決まります。 
 
競技場: 

1. アクアドームくまもと メインプールA: 約23ｍ×20ｍ×2m 

2. アクアドームくまもと メインプールB: 約23ｍ×20ｍ×2m 

3. アクアドームくまもと ダイビングプール: 約21ｍ×20×4m 

 

用具: 試合用には、ミカサ製のWorld Aquatics公認ボールを提供します。 

競技用キャップは、World Aquatics Water Polo Rule. VII.の規定に沿って、各自で御準備ください。 
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参加登録手続き: 大会に参加するには、まず、選手が個人登録をし、個人で大会登録費を支払います。その後、チームとし

て競技参加費を支払わなければなりません。 

コーチ、マネージャー/チーム代表は、エントリーの際、名簿（Team Sheet）を提出しなければなりません。コーチ、マネージ

ャー/チーム代表がテクニカルミーティング（2023年8月4日 16:00開始）で最終的に名簿を確定すると、その後は変更でき

ません。 

 

招集所での待機: 各チームは、試合開始15分前までに準備を終えなければなりません。試合予定時間より5分以上遅れて

来た場合、5対0で不戦敗とします。不戦敗となったチームが、次の段階への進出において得をするような場合、これを回避す

るため、運営委員会（Management Committee）は5対0のスコアを調整することができます。 

 

メダル: 年齢区分別に1位から3位までのチーム（選手全員とコーチ）に金、銀、銅メダルを授与します。 

 

注意: 喫煙は指定された場所でのみ行ってください。 
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3.8.5. アーティスティックスイミング 

参加年齢: 満25歳以上 

 

年齢基準: 2023年12月31日現在の年齢 

 

年齢区分: 

· ソロ: 25-29、30-39、40-49、50-59、60-69、70-79、80歳以上 

· デュエット: 25-29、30-39、40-49、50-59、60-69、70-79、80歳以上（選手の平均年齢で区分） 

· ミックスデュエット: 25-29、30-39、40-49、50-59、60-69、70-79、80歳以上（選手の平均年齢で区分） 

· チーム: 25-34、35-49、50-64、65歳以上（選手の平均年齢で区分） 

· フリーコンビネーション: 25-39、40-64、65歳以上（選手の平均年齢で区分） 

· アーティスティックスイミングのミックスチームまたはフリーコンビネーションに参加を希望される男性選手は、 

GMS@worldaquatics.com までメールを送り、登録手続きをご確認いただきますようお願いいたします。 

 

テクニカルミーティング:  

日時：2023年8月4日14:00 

場所：鴨池公園水泳プール 

出場順抽選：テクニカルルーティンの出場順は、参加登録締め切り後、デジタル抽選で決定します。 

 

トレーニング・競技を行う前に、会場内のアクレディテーションセンターへ行く必要があります。 

 

練習場所および日時:  

練習日：2023年8月3～4日 9:00～17:00 

８月３日と４日は競技用プールと練習用プール（ダイビングプール）で練習することができます。事前に予約すれば、競技用プ

ールで音楽を流して練習することができます。 

競技開始前に行う練習は、その日の競技に出場する選手のみ行うことができます。 

競技終了後、競技用プールでトレーニング時間を2時間設定します。ただし、19:00には終了します。 

 
競技日程: 2023年8月5日～8月11日の7日間、競技が行われます。 

競技開始時間は、9:00です。 

日程 種目 

2023年8月5日 ソロ・テクニカル 

2023年8月6日 デュエット・テクニカル 

2023年8月7日 チーム・テクニカル、ミックスデュエット・テクニカル 

2023年8月8日 ソロ・フリー 

2023年8月9日 デュエット・フリー 
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2023年8月10日 チーム・フリー 

2023年8月11日 フリーコンビネーション、ミックスデュエット・フリー 

競技終了後のトレーニングは2時間とします。ただし、19:00には終了します。 

競技時間は最大10時間です。 

 

競技場: 鴨池公園水泳プール  

競技場·練習場情報: 

· 鴨池公園プール 競技用プール（屋内): 50m×25m×3m 

· 鴨池公園プール 練習用プール（屋外): 25m×23m×5m 

 

音楽: 競技で使用する音楽は参加者が準備します。選手やチームマネージャーまたはコーチが、ウェブサイトの指示に従って、

組織委員会に音楽ファイルを提出します。選手氏名と国名、クラブ名、種目、音楽時間などの情報もファイルと一緒に提出して

ください。低音もきれいに聞こえるように録音してください。楽曲は、著作権者から許諾を得たうえで使用してください。選手、

チームマネージャーまたはコーチは、練習初日に音楽の再生状態を確認することができます。なお、音響係の担当者に新しい音

楽ファイルを渡して、音楽を変更することもできます。この場合、World Aquatics Competition Regulations AS VII 

27 に基づいて提出してください。 
 
コーチカード: 選手はホームページに掲載された指示に従って、実施するルーティンと使用する音楽をインターネット経由で

組織委員会に必ず提出してください。ルーティンを提出する際は、実施するエレメンツとその演技順もあわせて提出してくださ

い。提出された内容を後日変更することはできません。 
 
参加制限: デュエットとミックスデュエット、チーム、フリーコンビネーションの選手たちは同じクラブに所属していなければな

りません。各クラブは各種目で各年齢区分に最大５ルーティンまで出場できます。 ただしフリーコンビネーションは各クラブ、

各年齢区分で１つとします。１競技者は１デュエット、1ミックスデュエット、１チーム、１フリーコンビネーションに参加できます。女

子選手はデュエットとミックスデュエットの両方に参加できます。 

 

チーム構成: チームは４-８人で構成します。８人に達しない場合１人減るごとに0.5点最終得点から減点します。フリーコン

ビネーションは４-１０人で構成します。チーム種目およびフリーコンビネーションについては、男性選手は2名まで参加できま

す。 

 

制限時間: テクニカルルーティンとフリールーティンでの陸上動作（10秒）も、演技時間に含まれます。 

ソロ – テクニカルルーティン 1分30秒以内 

ソロ – フリールーティン 2分30秒以内 

デュエット – テクニカルルーティン 1分40秒以内 

デュエット – フリールーティン 3分以内 
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ミックスデュエット – テクニカルルーティン 1分40秒以内 

ミックスデュエット – フリールーティン 3分以内 

チーム – テクニカルルーティン 1分50秒以内 

チーム – フリールーティン 4分以内 

フリーコンビネーション 4分以内 

演技時間の下限はありません。 

 

テクニカルルーティン、フリールーティン、フリーコンビネーションは、15秒の追加時間が認められます。 

 

テクニカルルーティン: テクニカルルーティンでは、World Aquatics Competition Regulation Artistic 

Masters Rules VIII 8.6.11 に記載されたすべての規定要素を含まなければなりません。選曲は自由で、フリールーティン

で使用する音楽と同じものを使用することもできます。 

テクニカルルーティンはビデオ撮影され、必要に応じて映像で確認されます。 
撮影は、World Aquatics Competition Regulations Artistic Swimming VII 27 に基づいて行われます。 

 

その他: ゴーグル着用は任意とします。また、補欠選手についての書類は、必ず競技開始の2時間前までに指定の場所に提

出してください。この後の変更は選手の突然の病気や事故の場合、その補欠選手が競技を遅らせることなく競技する準備がで

きている場合のみ行うことができます。 

 

採点: 審判及び採点は Competition Regulations VIII ７ に従って行われます。ジャッジの人数は Competition 

Regulations VIII 8.6.10 に基づきます。世界マスターズ水泳選手権では少なくともジャッジ４名の３パネルを編成します。 
 

ジャッジ編成 

フリールーティン： 

パネル１ エクスキューション 

 パネル２ アーティスティックインプレッション 

 パネル３ ディフィカルティ 

テクニカルルーティン： 

 パネル１ エクスキューション 

 パネル２ インプレッション 

 パネル３ エレメンツ 

 

最終結果:ソロ、デュエット、ミックスデュエット、チームはテクニカルルーティンとフリールーティンの合計が結果となります。

フリーコンビネーションは単独のフリールーティン得点が結果となります。 

 

招集: 出場する全ての選手は、演技開始10分前までに招集場所に集合し、待機しなければなりません。 
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メダル: 年齢区分別に1位から3位までの選手に金、銀、銅メダルを授与します。デュエット、ミックスデュエット、チーム、フリ

ーコンビネーションは、補欠選手にもメダルを授与します。 

注意: 喫煙は指定された場所でのみ行ってください。 
 
世界マスターズ水泳選手権テクニカルルーティン規定要素 

一般規定 

自由要素を追加してもよい。 

１. 規定要素の説明で特に指示がない限り： 

・すべてのフィギュアまたはその部分は、以下に説明されている通りに行うこと。 

・すべての規定要素は、高く、よくコントロールされ、かつユニフォームモーションで行われ、各部が明確であること。 

２. 制限時間はCompetition Regulations VIII 7.4.1.の通り。 

３. 競技者は黒の水着と白いキャップを着用すること。 

 

ソロ規定要素 

規定要素１から５は、必ず実施すること。選手は規定要素の演技順を決めることができる。従来通りの演技順とするか、新た

な演技順とするかは選手の自由である。選手は自ら決定した演技順を、使用する音楽と共に必ず提出すること。 

規定要素６は、ルーティン中いつ行ってもよい。 

１. フィッシュテイル ― 下向き水平姿勢から、フロントパイク姿勢になる。片脚を上げフィッシュテイル姿勢になる。もう一方の

脚を上げ垂直姿勢になる（終わりは任意）。［DD1.61］ 

２. スプリット姿勢 － ウォークアウトフロントまたはウォークアウトバックを行う。［DD1.31］ 

３. スピン１８０°― ベントニー垂直姿勢から、脚を揃えながら足首で垂直姿勢になる180°スピンを行い沈み込む。

［DD1.13］ 

４. トラベリングバレーレッグコンビネーション ― 上向き水平姿勢から始め、次にあげる姿勢のうち２つを含むこと。右脚ベン

トニー上向き水平姿勢、左脚ベントニー上向き水平姿勢、左脚バレーレッグ姿勢、右脚バレーレッグ姿勢、左脚フラミンゴ姿

勢、右脚フラミンゴ姿勢、バレーレッグダブル姿勢。［DD1.25］ 

５. バラクダベントニー ― 両脚が水面に垂直で、つま先が水面直下の水中バックパイク姿勢から、スラストを行うときに、片脚

をもう一方の脚の内側に沿わせて下ろし、ベントニー垂直姿勢になる。スラストと同じテンポでベントニー垂直姿勢での垂直

沈み込みを行う。［DD1.57］ 

６. ２種類の推進動作－前および/または横に移動しながらのエッグビーターキックを含まなければならない（腕は任意）。 

 

デュエット/ミックスデュエット規定要素 

規定要素１から５は、必ず実施すること。選手は規定要素の演技順を決めることができる。従来通りの演技順とするか、新た

な演技順とするかは選手の自由である。選手は自ら決定した演技順を、使用する音楽と共に必ず提出すること。 

規定要素６から７は、ルーティン中いつ行ってもよい。 

デュエット規定要素１から６は、前述のソロ規定要素と同じ。 
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７. ジョインドアクション（コネクティッドアクション）－泳者は演技中、以下に示す何らかの方法で結合（触れている）しているこ

と。 

・結合したフィギュア、結合したフロートまたは、結合したストローク。 

・動作は同時に行わなければならない。ミラーアクションは認められる。 

・スタック、リフト、プラットフォーム、スローは認められない。 

陸上動作、入水、ジョインドアクション（コネクティッドアクション）を除いたすべての要素（規定、自由とも）は、2人が同じ方向

を向いて同時に行わなければならない。パターンの変化中、推進動作と進行方向の差異は認められる。 

 

チーム規定要素 

規定要素１から５は、必ず実施すること。選手は規定要素の演技順を決めることができる。従来通りの演技順とするか、新た

な演技順とするかは選手の自由である。選手は自ら決定した演技順を、使用する音楽と共に必ず提出すること。 

規定要素６から９は、ルーティン中いつ行ってもよい。 

チーム規定要素１から７は、前述のデュエット／ミックスデュエット規定要素と同じ。 

８. カデンスアクション ― すべてのチームメンバーが同一の動きを一人ずつ連続的に行う。複数のカデンスアクションが行わ

れる場合、それらは連続していて、他の動作や規定要素で切り離されてはいけない。最初のカデンスアクションをチームメン

バー全員が完了する前に、二つ目のカデンスアクションを開始してもよい。ただし、各チームメンバーはそれぞれのカデンス

アクションを行わなければならない。 

９. パターン ― １つの円と１つの直線をルーティン中に含まなければならない。規定要素を円または直線で行ってもよい。 

陸上動作、入水、カデンスアクションとジョインドアクション（コネクティッドアクション）を除いたすべての要素（規定、自由

とも）は、すべてのチームメンバーが同じ方向を向いて同時に行わなければならない。円のパターンのときは、泳者は同じ方

向を向く必要はない。パターンの変化中、推進動作と進行方向の差異は認められる。規定要素の説明で述べられている場合

を除き、ミラーアクションは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. 表彰式 

表彰式は、各競技場の指定された場所で行われます。日程はエントリー締め切り後にお知らせいたします。なお、競技成績証

明書は、各競技場の指定された場所で、選手またはチームの代表者が受領します。 
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CHAPTER  

4. 交通案内とサービス 

 

 

 

世界マスターズ水泳選手権2023九州大会は福岡市・熊本市・鹿児島市の３都市で開催します。 

それぞれの都市は九州新幹線で繋がっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Approx. 40 mins by 
Shinkansen bullet train

Approx. 30-40 mins by 
Shinkansen bullet train



 

- 58 - 

 

4.1. 福岡市 

4.1.1 アクセス 

 

航空【福岡空港】 

大会開催都市である福岡市（福岡空港）は空港に地下鉄が直結しており、都心部まで１０分と世界的にもアクセスに優れた都

市です。また、国際ハブ空港との接続の良さから、欧米の各都市間のアクセスもスムーズです。 

 

・就航路線（国際線） 

ソウル、プサン、大邱、上海、北京、大連、青島、武漢、煙台、台北、高雄、香港、マニラ、バンコク、シンガポール、 

ハノイ、ホーチミン、マカオ、グアム、ホノルル、ヘルシンキ（夏季のみ） 

※一部運休あり（22.12月時点） 

・就航路線（国内線） 

羽田、成田、名古屋中部、名古屋小牧、関西、大阪伊丹、新千歳、いわて花巻、仙台、茨城、小松、新潟、信州まつもと、静岡、 

松山、出雲、高知、徳島、五島福江、対馬、天草、宮崎、鹿児島、屋久島、奄美大島、那覇、石垣、宮古（期間運航） 

・空港の運航情報：https://www.fukuoka-airport.jp/ 

・国内線・国際線連絡バス：日中は12分間隔で無料の連絡バスが運行しています。 

   国際線→国内線：約15分  国内線→国際線：約10分 

・福岡空港から市内への交通アクセス：https://www.fukuoka-airport.jp/access/ 

国内線ターミナルから 

市営地下鉄：国内線ターミナルビルと市営地下鉄福岡空港駅は直結しています 

博多駅まで約５分／260円  天神駅まで約10分／260円 

西鉄バス：福岡空港から福岡市内行きの路線バスや九州各地への高速バスが運行しています 

博多駅（博多バスターミナル）まで約20分／270円  天神（天神中央郵便局前）まで約30分／360円 

タクシー：博多駅まで約20分／約1,500円、天神まで約30分／約2,000円  ※時間と料金は目安  

国際線ターミナルから 

西鉄バス：博多駅まで（直行バス）約15分／270円 

     タクシー：博多駅まで約20分／約1,500円、天神まで約30分／約2,000円  ※時間と料金は目安 

     ※国際線ターミナルと地下鉄は直結していませんので、地下鉄を利用する場合は、国際線・国内線連絡バスをご利用ください。 

 

鉄道【博多駅】 

熊本市や鹿児島市をはじめ国内主要都市と新幹線で繋がっています。 

鉄道のウェブサイトで、運行情報の確認や予約・支払いができます。 

＊JR九州：https://www.jrkyushu.co.jp/ 

 

  

https://www.jrkyushu.co.jp/
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4.1.2 市内交通（会場までのアクセス） 

＊会場までは公共交通機関でご来場ください。 

＊競泳会場の総合西市民プールは、最寄り地下鉄駅の「橋本駅」から無料のシャトルバスを運行します。 

無料シャトルバスの「時刻表」は、エントリー登録締切後のスタートリストの公開にあわせてお知らせします。（７月予定） 

＊会場へのアクセス方法は、大会公式ホームページをご覧ください。 

  https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 

＊各公共交通機関の運行情報は、以下のウェブサイトでも確認できます。 

地下鉄：福岡市地下鉄トップページ https://subway.city.fukuoka.lg.jp/ 

乗降の案内 https://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/fare/norikata/ 

路線バス：西鉄トップページ http://www.nishitetsu.jp/ 

          乗降の案内 https://www.nishitetsu.jp/bus/norikata/norikata/ 

＊路線バスのご利用には現金が必要です（交通系ICカード、１日乗車券等を使用した場合を除く）。 

＊路線バスは、交通状況によって到着時間が遅れることがあります。時間に余裕をもってご来場ください。 

＊大会組織委員会指定代理店の下記webサイトでは、市都心部の博多駅から会場までの直行バス（事前予約制）を販売する 

予定です。（競泳会場のマリンメッセ福岡A館を除く） 

公共交通機関に比べ移動時間を心配する必要がなく、スタッフによる乗車案内サービスがあるため、安心に乗車できます。 

販売に関する情報や詳細は下記サイトでご確認ください。 

 https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=0 

＊会場に参加者用の駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。 

  

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/entry.html
https://subway.city.fukuoka.lg.jp/
http://www.nishitetsu.jp/
https://www.nishitetsu.jp/bus/norikata/norikata/
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=0
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4.1.3 宿泊 

 ＊宿泊施設は各自での手配をお願いします。 

＊大会組織委員会指定代理店の下記 web サイトでは、マスターズ参加者向けの宿泊プランを販売します。 

https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=0
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4.2. 熊本市 

4.2.1 アクセス 

 

航空【阿蘇くまもと空港（熊本県益城町）】 

 ・就航路線（国際線） 

  韓国（ソウル・テグ）、台湾、香港 

  ※一部運休あり（22.12月時点） 

 ・就航路線（国内線） 

  東京（羽田）、東京（成田）、大阪（伊丹）、大阪（関西）、中部（セントレア）、名古屋（小牧）、天草、那覇 

 ・空港の運航情報：https://www.kumamoto-airport.co.jp/service-dom/ 

 ・阿蘇くまもと空港から市内へのアクセス：https://www.kumamoto-airport.co.jp/access/ 

   空港から大会開催都市である熊本市には、空港リムジンバス等を利用してお越しください。 

 リムジンバス：熊本駅（熊本駅前）まで約1時間／大人 960円、熊本桜町バスターミナルまで約50分／880円 

 タクシー：熊本駅まで約45分／約5,600円、サクラマチクマモトまで約40分／約5,200円  ※時間・料金は目安 

 

鉄道【熊本駅】 

福岡市や鹿児島市をはじめ国内主要都市と新幹線で繋がっています。 

鉄道のウェブサイトで、運行状況の確認や予約・支払いができます。 

＊JR九州：https://www.jrkyushu.co.jp/ 

  

4.2.2 市内交通（会場までのアクセス） 

＊公共交通機関でアクセスしにくいので、無料シャトルバスを運行する予定です。 

無料シャトルバスを利用する際には、アクレディテーションカード・GMS登録完了の承認画面をご提示ください。 

無料シャトルバスの路線や運行スケジュールは、大会の公式ホームページで案内します。 

＊大会組織委員会指定代理店の下記webサイトでは、市都心部の桜町バスターミナルから会場までの直行バス（事前予約

制）を販売する予定です。 

公共交通機関に比べ移動時間を心配する必要がなく、スタッフによる乗車案内サービスがあるため、安心に乗車できます。   

販売に関する情報や詳細は下記サイトでご確認ください。 

https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=0 

 

 

https://www.kumamoto-airport.co.jp/service-dom/
https://www.kumamoto-airport.co.jp/access/
https://www.jrkyushu.co.jp/
https://www.jrkyushu.co.jp/
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=0
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4.2.3 宿泊 

＊宿泊施設は各自での手配をお願いします 

＊大会組織委員会指定代理店の下記 web サイトでは、マスターズ参加者向けの宿泊プランを販売します。 

  https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=0 

   
 

  

 

  

https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=0
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4.3 鹿児島市 

4.3.1 アクセス 

 

航空【鹿児島空港（鹿児島県霧島市）】 

・就航路線（国際線） 

ソウル、上海、台北、香港 

※一部運休あり（22.12月） 

・就航路線（国内線）  

東京（羽田）、東京（成田）、大阪（伊丹）、大阪（関西）、中部（セントレア）、富士山静岡、神戸、松山、福岡、 

屋久島、種子島、喜界島、奄美大島、沖永良部島、徳之島、沖縄（那覇）、与論 

・空港の運航情報：https://www.koj-ab.co.jp/ 

・鹿児島空港からの市内へのアクセス 

：https://www.koj-ab.co.jp/ground-transportation/public-transportation.html 

空港から大会開催都市である鹿児島市には、空港リムジンバス等を利用してお越しください。 

リムジンバス：鹿児島中央駅まで約40分／ 1,400円、天文館まで約50分／1,400円 

タクシー：鹿児島中央駅まで約40分／約 11,700円、天文館まで約45分／約11,100円 ※時間・料金は目安 

 

鉄道【鹿児島中央駅】 

福岡市や熊本市をはじめ国内主要都市と新幹線で繋がっています。 

鉄道のウェブサイトで、運行情報の確認や予約・支払いができます。 

＊JR九州：https://www.jrkyushu.co.jp/ 

 

4.3.2 市内交通（会場までのアクセス） 

＊会場までは公共交通機関でご来場ください。 

＊会場へのアクセス方法は、大会公式ホームページをご覧ください。 

https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/venues.html 

＊各公共交通機関の運行情報は、以下のウェブサイトで確認できます。 

市電・路線バス：鹿児島市交通局トップページ https://www.kotsu-city-kagoshima.jp 

乗降の案内 https://www.kotsu-city-kagoshima.jp/howto/ 

＊路線バスのご利用には現金が必要です（交通系ICカード、１日乗車券等を使用した場合を除く）。 

＊会場に参加者用の駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。 

 

 

 

 

https://www.koj-ab.co.jp/
https://www.koj-ab.co.jp/ground-transportation/public-transportation.html
https://www.jrkyushu.co.jp/
https://www.jrkyushu.co.jp/
https://www.fina-fukuoka2022.org/masters/entry.html
https://www.kotsu-city-kagoshima.jp/
https://www.kotsu-city-kagoshima.jp/howto/
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4.3.3 宿泊 

＊宿泊施設は各自での手配をお願いします 

＊大会組織委員会指定代理店の下記 web サイトでは、マスターズ参加者向けの宿泊プランを販売します。 

https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukoj/joho?MODE=top&language=0 
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4.4. 医療サービス 

組織委員会は、世界マスターズ水泳選手権期間中、参加者に医療サービスを提供します。 

医療サービスには下記の内容が含まれます。 

· 競技場・練習場における医療サービス 

医療スタッフが、上記の場所で1次救急医療サービスを無料で提供します。治療が必要な患者は、指定病院に搬送して治療し

ます。 

大会関連施設の外で急患が発生したら「119」に通報してください。近くの指定病院に搬送されます。 

参加者、同伴者ともに滞在期間中の緊急時を保障する医療および傷害保険に加入することをOCはお勧めします。 
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CHAPTER  

5. イベントおよびその他の情報 

 

 

 

 

5.1. Fukuoka Ichiba（マーケットストリート） 

世界マスターズ水泳選手権2023九州大会の期間中、競泳の競技場であるマリンメッセA館内で開かれるFukuoka 

Ichibaでは、以下のブース等を設置いたします。 

 

・大会公式グッズの販売 

・開催都市である福岡、熊本、鹿児島の観光案内ブース 

・VR体験（ハイダイビング会場）ブース 

・スポンサーブース など 

 

Fukuoka Ichibaの運営時間や各ブースの情報などの詳細については、公式ウェブサイトをご参照ください。 

 

5.2. セレモニー 

各会場の競技開始日（若しくは前日）において、簡単なセレモニーを行いますので、ぜひご参加ください。なお、競技最終日に

はセレモニーは行いません。 

【競泳】2023年8月4日（金） マリンメッセ福岡A館 

【飛込】2023年8月2日（水） 福岡県立総合プール 

【水球】2023年8月5日（土） 熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 

【アーティスティックスイミング】2023年8月5日（土） 鹿児島市鴨池公園水泳プール 

【オープンウォータースイミング】2023年8月2日（水） シーサイドももち海浜公園 

 

5.3. 関連プロジェクト 

世界マスターズ水泳選手権2023九州大会の開催期間中、大会に関連したイベント・事業が、各地で行われる予定です。 

関連プロジェクトの詳細については、大会公式ウェブサイト（https://www.fina-

fukuoka2022.org/intro/ocproject/）をご参照ください。 
 
5.4. その他の情報 

貨幣 

日本の通貨は円です。為替レートはおおむね1ドル=127円、1ユーロ=137円、1000ウォン=102円、10元=187円（2023

年1月基準）です。現在の為替情報については、インターネット等でご確認いただくことをお勧めします。 

一部の小店舗を除くほとんどの商店でクレジットカード決済ができます。 

両替は市中銀行をご利用ください 

· 硬貨 : 1、5、10、50、100、500円 

· 紙幣 : 1,000、2,000、5,000、10,000円 

 

https://www.fina-fukuoka2022.org/intro/ocproject/
https://www.fina-fukuoka2022.org/intro/ocproject/
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銀行 

ほとんどの市中銀行は平日9:00から15:00まで営業します。土日は窓口業務を行いませんが、現金自動預け払い機

（ATM）で両替することができます。銀行ごとに為替レートが若干異なりますので、電話やインターネットで調べてから両替する

ことをお勧めします。 

 

クレジットカード 

主要なクレジットカード（VISA、Master）は、日本の銀行やホテル、商店、飲食店でお使いいただけるほか、飛行機・新幹線

のチケットも買うことができます。 

 

電圧 

日本の電圧は100Vです。 

 

 

 

 

 

Wi-Fi 

福岡市・熊本市・鹿児島市では、無料の公衆無線LAN（フリーワイファイ）サービスがございます。 

詳細については下記をご覧ください。 

福岡市 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/wi-fi/index.html 

熊本市 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/26/50627.html 

鹿児島市 

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kan-senrya 

 

注意事項 

マスターズ大会における公式練習および競技会場となっているプールでは、タトゥーを隠さずに利用することができますが、 

一般的に、日本の公共プールや温泉では、タトゥーのある方は、利用を制限されることがありますので、事前に各施設のルール

を確認し、それに従って利用してください。 

 

（参考）温泉での入浴マナー 日本政府観光局（JNTO） 

https://www.japan.travel/en/guide/bathing-manners-and-tips/ 
 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/wi-fi/index.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/26/50627.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kan-senrya
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