
　　　ジュニアからシニアまで、水泳・水泳競技、アクアスロン及びそれら
　　　の関連競技、水中運動・水中パフォーマンスの普及・振興に関わり、
　　　各種大会へ参加しています。

　愛知・中スポマスターズスイミング
　日本マスターズ水泳短水路大会　愛知(安城)会場
　ニチレイチャレンジ２０１５　泳力検定名古屋大会
　スプラッシュ & ダッシュ ｉｎ 小野浦
　ＪＳＣＡ東海マスターズ長水路スイミングフェスティバル
　春日井市水泳競技大会
　レインボーカップマスターズ ｉｎ ＮＡＧＯＹＡ２０１５
　愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル　マスターズ水泳
　ＡＩＣＨＩ　ＦＦ　スイミング　２０１５

・ 各団体への競技者登録ができます。（別途　登録費用が必要）
・ チームとして各種大会に参加できます。（別途　参加費・遠征費が必要）
・ チーム交流イベントに参加できます。（別途　参加費・交通費が必要）
・ チーム練習会に入場料のみで参加できます。
・ 主催する水泳イベントにメンバー価格で参加できます。

    マスターズ … 高校生除く１８歳以上
日本水泳連盟 学生委員会 未登録者 含

    ジュニア … 高校生まで
日本水泳連盟 学生委員会 登録者 含

※　希望者のみ　年会費と同時支払

参加に際し、傷害保険・賠償責任保険に加入していただきます。

スポーツ活動中に起きた事故等における補償制度に、加入済みの場合は、
加入状況のわかるものを申し込みの際にコピーを添付していただきます。

スポーツ安全保険
加入期間

２０１６年１月 ～ １２月開催分

年間掛金

    郵送手数料　（１家庭）

メンバー特典

年会費

AQUATICS JAPAN

2015/6/28

2015/9/13

２，０００円

2015/12/20

アクアティクス ジャパン

Swimming Team

参加実績 ２０１５年に参加した大会

2015/4/29
2015/2/11

2015/10/18
2015/9/26

※会員期間は年会費を納入された月から 翌年度の同月末日までとします。

メンバー募集のご案内  2016年版

2015/8/23

２０１６年１月 ～ １２月開催分

１，５００円

６５歳以上　１，２００円
高校生以上　１，８５０円
中学生以下　　　８００円

４月１日～３月３１日

2015/6/21

スケジュールは Webページ にてお知らせします

１，０００円
　　往信費のみ含む、返信費はご負担いただきます。

その他



AQUATICS　JAPAN　の一員として、大会に参加希望の場合は、まず、メールにて、

お問い合わせください。

1 どの大会に参加したいのか、いつから参加したいのか

2 お名前    フリガナ

3 生年月日、職業・学校名・学年

4 性別

5 連絡先　E-mail  アドレス（必須）、SNS（任意）

6 緊急連絡先　本人以外の携帯電話番号、メンバー登録される方から見た続柄

7 練習拠点となっている会員制スイミングスクール名 もしくは プール名

8 自らが怪我をした場合に補償される　傷害保険　の加入状況・加入先

→　現在未加入の場合、「スポーツ安全保険」にご加入いただきます。

9 損害賠償金を負担する必要があるときに補償される　賠償責任保険　の加入状況・加入先

→　現在未加入の場合、「スポーツ安全保険」にご加入いただきます。

10 ホームページ および E-mail にて、発信情報の確認が可能か、否か

→　郵送による情報発信の場合、年額　１，０００円　の郵送手数料をいただきます。

11 メンバー登録と同時に、日本マスターズ水泳協会の競技者登録を行うか、否か

→　２０１６年度の競技者登録費は　１，５００円　（年額）です。

　　生涯を通じて登録できる　「１００歳登録」は　２５，０００円　（終身）です。

メンバー登録確認書を pdf ファイルにて 添付いたします。

記載内容に間違いがないようでしたら、年会費（保険料・諸経費を含む）を

指定口座にお振込みください。

入金確認書 および メンバー登録完了書 を pdf ファイルにて 添付いたします。

この pdf ファイルの受領をもって、今期のメンバー登録が完了となります。

１年間の保存をお願いいたします。

STEP １

STEP ２

STEP ３

アクアティクス ジャパン

Swimming Team AQUATICS JAPAN

メンバー登録の方法

aquatics_japan@yahoo.co.jp

mailto:aquatics_japan@yahoo.co.jp#


日本水泳連盟　競技者登録

本年度、AQUATICS　JAPAN　として、団体登録はいたしません。

練習拠点での競技者登録をお勧めします。

団体登録をする際にはお知らせいたします。

日本マスターズ水泳協会　競技者登録

お預かりした、メンバー情報をもとに、競技者登録申請を行います。

競技者登録費もチームとして、一括で払込みいたします。

→　２０１６年度の競技者登録費は　１，５００円　（年額）です。

　　生涯を通じて登録できる　「１００歳登録」は　２５，０００円　（終身）です。

日本国際オープンウォータースイミング協会　会員登録

http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/63486

チーム登録はありません、Web上から申し込みをしてください。

コンビニエンスストア払い、ネットバンク払い、ぺイジー払いのみとなります。

登録日によって、登録費が異なります。（Web手数料込）

～2015年12月28日 1,200円

～2016年02月28日 1700円

2016年03月01日～ 2,200円

日本トライアスロン連合　会員登録

http://www.jtu.or.jp/register/index2016.html

チーム登録はありません、Web上から申し込みをしてください。

コンビニエンスストア払いとなります。

一般会員 3,300円

高校生会員 1,800円

ジュニア会員 800円

競技団体への登録の方法

アクアティクス ジャパン

Swimming Team AQUATICS JAPAN

http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/63486#


申込締切
２月 １１日 　愛知・中スポマスターズスイミング 12月6日
２月 ２８日 　ＪＳＣＡ東海マスターズ短水路スイミングフェスティバル 12月20日
３月 ２０日 　とびおマスターズ
４月 　日本マスターズ水泳短水路大会　愛知(安城)会場
８月 　ＪＳＣＡ東海マスターズ長水路スイミングフェスティバル
９月 　レインボーカップマスターズ ｉｎ ＮＡＧＯＹＡ

１２月 　ＡＩＣＨＩ　ＦＦ　スイミング

６月 　ニチレイチャレンジ　泳力検定名古屋大会
１０月 　愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル　マスターズ水泳

７月 　愛知オープンウォータースイムレース
８月 　アクアスロン ｉｎ ラグーナビーチ
９月 　愛知アクアスロン大会

６月 　スプラッシュ&ダッシュin小野浦
８月 　アクアスロン ｉｎ ラグーナビーチ
９月 　愛知アクアスロン大会

９月 　春日井市水泳競技大会 （中学生以上・マスターズの部）

申込締切
１月 　萩原智子杯水泳競技大会 ｉｎ 春日井    (小学生のみ）　公認大会 12月6日
６月 　ニチレイチャレンジ　泳力検定名古屋大会
８月 　ニチレイチャレンジ　泳力検定名古屋短水路大会

３月     JTU認定記録会　（スイム記録会＋ラン記録会）
６月 　スプラッシュ&ダッシュ ｉｎ 小野浦
８月 　アクアスロン ｉｎ ラグーナビーチ
９月 　チャレンジアクアスロン ｉｎ フォレスタヒルズ

９月 　春日井市水泳競技大会 （中学生以上・マスターズの部）
１０月    ニッカンちびっ子チャレンジ水泳大会
１１月 　春日井市水泳競技大会 （小学生の部）

　web にて発表します
　　日本水泳連盟　泳力検定会

　　アクアスロン

　　愛知水泳連盟実施大会

　　アクアスロン

　　オープンウォータースイミング

　　その他水泳大会

　　愛知水泳連盟実施大会

アクアティクス ジャパン

Swimming Team AQUATICS JAPAN

２０１６　参加予定大会

１８歳以下（小・中学生、高校生）

１８歳以上（高校生を除く）

　　その他水泳大会

（２０１５年実施大会より。変更・中止になる可能性もあります）

　　日本マスターズ水泳協会公認大会
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