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はじめに 
 

フリーダイブセンター シレーナは、健全で安全なフリーダイビングの啓発と普及をはかり、そのため
に必要な環境整備・教育訓練活動の実現を期し、さらにフリーダイバー相互の団結と親睦融和を目的と
して活動しております。 

 
この度、プール競技の大会である FREEDIVING POOL GAMES JAPAN 2023 -SHOWCASE-を開催

する運びとなりました。県内外多くのフリーダイバーが一堂に集うことで交流を深めるとともに、日頃
のトレーニングの成果を遺憾なく発揮していただきたいと期待しております。 
 

競技は AIDA International の国際ルールに準拠した最新の「AIDA Japan 競技規則」のもとに行われ、
AIDA International Ranking の対象となる公式記録となります。 
 

大会運営に関しましては、全国からかけつけてくれるスタッフの協力のもと、公正かつ安全な競技進行
に当たらせていただきます。本大会に参加されるフリーダイバーの皆様には『スポーツマンシップ』に則
って、ベストパフォーマンスを期待いたしますとともに、本大会が今後の健全で安全なフリーダイビン
グのさらなる普及と振興の端緒になれば幸いと考えております。 
 
 

                                  2022 年 12 月吉日 
フリーダイビング プロショップ シレーナ 
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1. 大会概要 
 
主催 フリーダイビング プロショップ シレーナ 
協力 三重県フリーダイビング協会 鈴鹿市フリーダイビング協会 
公認 日本フリーダイビング協会 
日時 2023 年 2 月 4 日(土) 9:15 受付開始 
場所 日本ガイシアリーナ 50m 温水プール 
種目 DYN,DYNB,DNF(いずれか 2 種目) 
参加費 18,700 円(2 種目) 
定員 24 名（最小催行人数 20 名） 
 

 
2. カテゴリー 

 AIDA 公認  AIDA 公認記録となり、ランキングの対象となる。 
 
3. 大会日程 

【2023 年 2 月 3 日（金）】 
19:00 頃 開会式・選手ミーティング（オンライン ZOOM 使用） 
 
【2023 年 2 月 4 日（土）】 
9:10 頃 受付開始、メディカルチェック(30 分間) 

10:00 頃 ダイナミック 1 種目 (1 組目 ウォームアップ開始) 
11:00 頃 ダイナミック 1 種目 (1 組目 オフィシャルトップ) 
12:30 頃 ダイナミック 1 種目 競技終了 
13:15 頃 ダイナミック 2 種目 (1 組目ウォームアップ開始) 
14:00 頃 ダイナミック 2 種目 (1 組目 オフィシャルトップ) 
15:45 頃 ダイナミック 2 種目 競技終了 
16:00 頃 結果発表・プロテスト 
16:30 頃 閉会式 
17:00 頃 解散 

 
※ タイム･スケジュールはおおよそのものであり、当日までに変更する場合があります。 
※ 集合・受付時間等の変更が生じた場合には、速やかに連絡します。 
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4. 大会会場 

日本ガイシアリーナ 50m 温水プール 
住所 愛知県名古屋市南区東⼜兵エ町 5 丁目 1 番地の５ 
電話 052-614-6211 

 ※会場への本大会に関するお問い合わせはご遠慮ください。 
 

50m 温水プール(50m プール、水深約 1.2m、水温 30℃、室温 30℃) 

  ※水温・室温は施設設定温度の目安であり、実際にはこれより低くなる場合があります。 
 
・コース配置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 50m プールを 4 コース専用利用しています。(のこり 4 コースは他団体が利用) 
※ コース配置は施設側の都合により変更になる場合があります。 

 
5. 参加資格 

1. フリーダイビング競技に適した健康状態を有する旨を記載した医師の診断書があること。 
2. 18 歳以上のスポーツマンシップに則り、心身共に競技に参加可能な健康を有する方（未成年の場

合親権者の同意が必要）。 
3. フリーダイビングの指導団体による講習を受講完了し継続して練習を実施している方。または、

同等のスキルを有する方。 
4. 本大会申込書および誓約書に漏れなく記載することで、誓約事項のすべてに同意できる方。 
5. 大会 5 日前までに、日本フリーダイビング協会会員であること、AIDA に選手登録を完了するこ

と。現在 JAS 会員ではない方は JAS のホームページより入会手続き、AIDA 選手未登録の方は
AIDA International のホームページより登録手続きをお願いします。 
 
 

本部室 医務室 (AED)

救急隊出⼊⼝

待機A競技エリアA

WUPエリア

WUPエリア

セーフティエリア

選⼿・スタッフ出⼊⼝

他団体使⽤
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6. 競技規則 

本大会は AIDA International 競技規則に準じて制定された最新の「AIDA Japan 競技規則」に基づ
いて行なわれます。詳細については AIDA-Japan のホームページを参照ください。 
※ 競技順については、申告時間の短い順→長い順とさせていただきます。 
※ 2 種目出場選手は 1 種目目競技順を元に決定いたします。 
※ 申告時間が同じ場合は、氏名の「あいうえお順」とさせて頂きます。 

 
7. 安全管理 

日頃の練習時と同様に、安全管理は自己責任・自己管理にて実施していただきます。自身の経験およ
び最新のフリーダイビング理論から余裕を持った申告に設定し、無理なトライアルは絶対に行わな
いでください。選手の皆様にはクリーンなパフォーマンスによるホワイトカードを期待しています。 
また、自身がフリーダイビングを行える健康状態であるかは医師とも相談した(診断を受けた)上で、
当日のコンディションに異常や不安があった場合には自身の責任で参加をとりやめてください。 
本大会においては最新の「AIDA Japan 競技規則」に基づいてオフィシャルセーフティダイバーおよ
び医療従事者を配備しますが、競技者の安全を 100％保障するものではありません。 
選手およびスタッフは大会当日、傷害保険に加入します。この保険が適用される範囲を超える補償は
できません。必要な方は各自で傷害保険等にご加入ください。 

 
8. オンライン開会式、選手ミーティング 

感染症拡大防止対策の一環として、開会式と選手ミーティングをオンラインで行います。事前に
ZOOM アプリをお手持ちの端末にダウンロードしておいてください。記録会開催 3 日前までに申込
時登録のメールアドレスに会議室 ID とパスワードを送ります。万が一、メールが届いていない場合
はシレーナまでご連絡ください。電波状況の良い環境にてご参加ください。 

 
9. 本大会における感染症拡大防⽌対策 

・国、県、市町村、プール施設の定める対策に従う 
 
10. 申込⽅法 

大会エントリーフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。 
エントリー開始 2022 年 12 月 10 日（土）19:00〜 

フォーム：http://www.sirenadive.net/freediving-competition/competition_registration.html 
 

指定の口座に参加費を振込し、以下に記載の必要書類をシレーナへ PDF で送付してください。 
 

・ 誓約書（直筆にて記入のこと） 
・ 日本国籍を証明する書類(運転免許書やパスポート等)の写し 
・ 医師の診断書(1 年以内の医師の署名のあるもの) 
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【重要】書類 2 と 3 については、2022 年 12 月 3 日インドアカップ京都に出場した選手は、国籍・健康
状態について変わりがない場合は、こちらで保管しているデータがありますので提出不要です。 

 
 参加費振込先 PayPay 銀行 店番号：005 支店名：ビジネス営業部   

普通預金 口座番号：2789840  
名義：シレーナオオイシンヤ 

 
 キャンセルポリシー 参加費のお振込み後、自己都合キャンセルによる参加費の返金はございません。 
 
11. 連絡先 

AIDA-Japan 
AIDA-Japan への入会、競技規則や医師の診断書フォームのダウンロードは、下記よりお願いします。 

 
AIDA-Japan ホームページ http://www.aida-japan.com/ 
 

お問合せ 
本大会に関するお問合せは下記よりお願いします。 

 
メール competition@sirenadive.net  
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