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令和４年８月末日 

（一社）愛知水泳連盟 OWS 委員会 
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参加者の皆様へ 

(公財）日本水泳連盟認定の「オープンウォータースイミング（OWS）」競技会です。ま
た、ジャパンマスターズオープンウォータースイミング競技との同時開催となります。 
 
初めてのご参加の方から多数の競技経験をお持ちの方までが参加する大会となります。

同じ水泳を親しむ仲間同士が相互に理解し、協力し合うことで、OWS 大会を大いに盛り上
げ、作り上げていきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。な
お、今大会は（一社）日本マスターズ水泳協会との同時開催として運営いたします。 
 
OWS 競技はプールとは異なり、レーンロープもセンターラインも無い「海」と言う自然

環境の中で行うスポーツであり、危険が伴うということを認識しなければなりません。 
 刻々と変わる潮流や水深により異なる海水温、満干の差、風向きなどを常に感じ、自分
自身の判断で行わなければならない競技です。その判断を誤ると大変な事故につながりま
す。 
決して無理をせず、完泳するという勇気と、不調を感じた時には直ちに棄権するという

勇気の相反する２つの強い意志を持って競技に挑んでください。 
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１．大会会場 
 
 「りんくうビーチ」 
   愛知県常滑市りんくうビーチ 
 ＜アクセス＞ 
 ●電車 ： 名鉄空港線「りんくう常滑駅」下車徒歩８分 
 ●自動車： 知多横断道路（セントレアライン）「りんくう IC」すぐ 
     駐車場有 有料 1日 1 台 １０００円 

※大会当日の駐車場は臨時北駐車場をご利用ください。りんくうビーチ駐車場は一般の方 
が利用されますのでご遠慮ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜大会期間中の連絡先＞ 
 090－1277－4696 大会総務 大河内吉行 
   ※受付時間（これ以外の時間はつながりません） 
 9 月３日（土） 13：00～18：00 
 9 月４日（日）  7：00～16：00 
   ※会場と直接連絡が必要な場合のみ、ご連絡ください。 
   ※会場コンディションによる開催有無については（一社）愛知水泳連盟 HP でご確認くださ

い。(一社）愛知水泳連盟 HP https://aichisuiren.jp/ 

臨時北駐車場 
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【りんくうＩＣ～駐車場まで】 
①りんくうＩＣ出口              ②左方向 第 2出口方面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③左方向に進み、料金所            ④道なりに進み、一般道と合流 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤最初の分岐点を右へ             ⑥道なりに進む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦「りんくうインター入り口」交差点を左折   ⑧左折後、左の側道へ ※直進は高速入り口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑨右方向へ。左はビーチ駐車場（前日はこちらへ） ⑩道なりに進むと、左側に臨時北駐車場入り口 
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２．大会日程／競技スケジュール 

９月３日（土） 

１３：００ 公式練習受付開始 りんくうビーチ駐車場 （有料１日 1 台 １０００円） 

１４：００ 公式練習開始 公式練習の場所は当日連絡いたします 

１５：００ 公式練習終了  

１５：３０ 説明会 ビーチ中央 競技・コース・諸注意事項の説明 

９月４日（日） 

６：００ 大会可否判断 (一社)愛知水泳連盟ホームページに掲載 

７：１５ 駐車場開門 りんくうビーチ臨時北駐車場（有料 1 日 1 台１０００円） 

７：４０～ 8：００ 

500m 受付 
健康チェックシート、誓約書 提出 

8：００～ ウォーミングアップ ライフガードの指示に従い実施 

８：１０～ 8：３０ 

1km・1.5km 受付  
健康チェックシート、誓約書 提出 

８：４０～ ビーチクリーン  

９：００  500m 招集  

９：２０  500m 競技開始  

９：４０  1km・1.5km 招集  

１０：００ 1km・1.5km 競技開始  

９：５０～１０：１０ 

3km・5km 受付  
健康チェックシート、誓約書 提出 

１１：１０ 3km・5km 招集  

１１：３０ 3km・5km 競技開始 ※女子は５分遅れでスタート 

１３：１０～１３：３０ 

         リレー受付 
当日申込可  健康チェックシート、誓約書 提出 

１３：３０ オーダー変更〆切 事前申し込みチームのオーダー変更（当日１回のみ可） 

１３：５０ リレー招集  

１４：１０ リレー競技開始  

１５：１５ 競技終了予定 終了後に周辺清掃 
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３．会場案内図 
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４．受付／公式練習 
＜前日＞ 
日時：９月３日(土) １３：００～ 

場所：りんくうビーチ特設会場(選手受付場所) 

提出物：健康チェックシート 

配布物：ＩＤカード、プログラム 

【公式練習】 

日時：９月３日(土) １４：００～１５：００ 指定エリア(ライフセーバーの指示に従う) 

※ 公式練習前に選手受付を済ませ、必ずＩＤカード持参のうえ「入退水」のチェックを受けること。 

   (但し、コースの準備の進捗状況、気象状況等によっては予定を変更することがある) 

＜当日＞ 
 場所：りんくうビーチ特設会場(選手受付場所) 

 日時：９月４日(日) 

 選手：７：３０～会場 ※ 受付入口で消毒と検温を済ませる。 

 提出物：選手・・・・健康チェックシート、誓約書を提出する。 

     引率者・付添・・・健康チェックシートを提出する。 

 ※健康チェックシートは、（一社）愛知水泳連盟 HP より、OWS 愛知りんくうオープン 2022 健康チェック

シートをダウンロードして使用してください。 

 配布物：本人確認し、ＩＤカード・プログラム（前日受け取り選手はありません）・スイムキャップを配

布する。 

  ※ナンバリングは各自で行う。場所と向きに注意しながらマジックで書き込む。 

   一人で参加の選手は競技役員に申し出ること。 

   記入マジックは、会場内に実行委員にて準備する。 

 

【受付】 
個人種目の受付は競技スケジュールに順じて行います。各距離の指定された時間に受付を行ってくださ

い。リレー種目の受付は４名揃って泳者順に行ってください。 

手続きは以下の順で行います。 

（１）健康チェックシート・誓約書の記入 

・健康状態について自己申告をしてください。また、誓約書の署名も必須です。 

（２）ドクターチェック 

・記入した健康チェックシートをもとにドクターチェックを受けてください。 

・このとき、ピアスや指輪などの突起物や爪などの危険な状況もチェックします。 

・ドクターにより出場停止の勧告を受けた場合は、その指示に従ってください。 

（３）選手受付 

・健康チェックシートを提出し、ＩＤカード、スイムキャップとプログラムを受け取ってください。 

（４）ナンバリング 

・両上腕にゼッケン№を縦にマジックで書きます。 

・日焼け止めクリームは№が書けなくなるので使用しないでください。 

・ロング水着、ウェットスーツの方は両手の甲に書きます。 

・２種目以上出場する方は、前の種目のナンバーをきちんと消してから受付してください。 
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５．競技について 
（１）本競技会は、「（公財）日本水泳連盟オープンウォータースイミング競技規則」（以下「OWS 競技規則」）

に則り実施する(一部、ローカルルールを適用する)。 

（２）着用する水着については制限を設けない。但し、日本選手権トライアルの部においては、日本水泳連

盟の「国内競技会での競泳水着の取り扱いについて」に準じた水着、またはＦＩＮＡ承認のＯＷＳ用水

着を着用すること。 

（３）参加選手は受付時に距離別に支給されるスイムキャップを着用しなければならない。 

（４）招集は種目別に定められた時間内に必ず受けること。招集に遅れた場合はいかなる理由であれ出場

できない。招集後、競技役員からコース説明を行います。事前に発表されたコースと変更される場合が

ありますので、必ず確認してください。 

（５）種目別のコースは以下の通り。 

① ５００ｍ  堤防内に設置された５００ｍのコースを１周。 

② １ｋｍ   堤防内に設置された５００ｍのコースを２周。 

③ １.５ｋｍ  堤防内に設置された５００ｍのコースを３周。 

④ ３ｋｍ   堤防外の外海に設置された１ｋｍのコースを３周。 

⑤ ５ｋｍ   堤防外の外海に設置された１ｋｍのコースを５周。 

⑥ リレー（４×５００ｍ）  堤防内に設置された５００ｍのコースを１人１周、４人で計４周。 

（６）スタートについて、全員の招集終了後、お名前のアナウンスがありましたら手を挙げてアピールし、

スタート地点まで進んでください。水中に腰まで入った状態から一斉にスタートします。初めての方、

慣れない方は集団の外側からゆっくりスタートしてください。 

（７）ゴールについて、波打ち際で陸上に上がる地点をゴールとし、その時の順位で固定します。計測はゴ

ールフラッグの位置で行い確認を本部テントで行うため、この間の動線上は追い抜きを禁止します。ゴ

ール地点で順位の番号札を受け取り、本部テントで返却してください。 

（８）競技時間は、５００ｍ種目：４０分、１ｋｍ・１.５ｋｍ種目：１時間３０分、３ｋｍ・５ｋｍ種目：

２時間３０分とし、競技時間を超えた場合は失格とする。また、スタートからの時間が、１ｋｍ種目：

５０分、１.５ｋｍ種目：７０分、３ｋｍ・５ｋｍ種目：２時間を経過した時点で最終周回に入ってい

ない場合は、次の周回に入ることができないものとし、その場で失格とする。 

（９）途中棄権 

自身の判断で途中棄権する場合は、手を挙げ近くの審判・競技役員・ライフセーバーに意思表示をし、

陸上搬送の指示に従う。陸上では必ず救護テントでチェックを受けること。審判、競技役員により棄権

を勧告された場合は、その指示に従うこと。 

（10）その他 

著しくコースを外れた選手には、ライフセーバーが善意の第三者として方向修正のアドバイスを行う

ことがある。泳者が泳力に不安がある場合には、指定された浮き具の使用を許可する。また競技中ブイ

または浮き具につかまり休憩することは可とする。 

   ※日本選手権トライアルの部を除く。 
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６．ビーチクリーン／ウォーミングアップ／開会式／表彰／記録 
 
＜ビーチクリーン＞ 
・参加者、競技役員全員で８：４０から、使用する砂浜のビーチクリーン活動を行います。お渡しするビ

ニール袋にできるだけゴミを集め自然環境維持に努めてください。自身のごみは持ち帰りを徹底してく

ださい。 

 

＜ウォーミングアップ＞ 
・ウォーミングアップは役員の指示により、指定されたエリアでライフガードの指示のもと実施します。

必ず指示に従ってください（ビーチクリーン前・競技前）。 

・スイミングキャップは自身の物を着用し、競技用の物は使用しないでください。 

・各競技のスタート時にも、体を水に慣らすための軽いウォーミングアップを行いますので、役員の指示

に従って行動してください。 

 

＜開・閉会式＞ 
 ・新型コロナウイルス感染対策のため、開・閉会式は行いません。 

 

＜表彰＞ 
・参加者全員に参加賞を授与します。 

・完泳した選手には記録証を授与します。日本選手権トライアルの部は性別総合 1位～3位までに賞状を

授与する。 

・各競技終了後、表彰式を行います。性別区分別の 1 位～3 位までに賞状を授与します。3 位までに入賞

された方は、表彰式にご参加ください。 

 

＜記録＞ 
・大会結果は、東洋電子システム HP、（一社）日本マスターズ水泳協会 HP に掲載します。 

 

 

７．イベント種目／開催判断／留意事項 
 
＜リレー種目＞ 
・リレー種目は、事前にエントリーをしていなくても、当日の個人種目に参加した選手の方同士でチーム

を作り参加することができます。所属チームの枠を超えて、楽しく参加してください。 

①メンバー構成は自由です。 

②区分は「高校生以下」と「一般」となります。 

③当日参加者同士で作ったチームで参加可能です（参加費1チーム 12000 円）。高校生以下の区分は半額。 

④チーム名も自由に付けてください。 

⑤引継ぎはゴール地点で行います。 

⑥泳者が途中棄権をした場合チームは棄権となるが、その次の泳者は役員の合図で繰り上げスタートします。 

⑦受付、招集は必ず４名揃って受けてください。 
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＜荒天時の対応＞ 
・競技実施については、天候状況により競技時間・距離・コースを変更して行うことがある。 

・荒天等による開催の判断は、当日午前 6時の時点で決定し本連盟ホームページに告知します。なお同時

刻に各警報が発令されている場合は中止とします。 

（一社）愛知水泳連盟ホームページ  https://aichisuiren.jp/ 

 

＜留意事項＞ 
（１）大会会場内にて、主催者の許可なく営利活動や販促物等の配布、集客活動等を行うことは禁止します。 

（２）大会当日、天候、社会情勢ならびに天変地異の不可抗力により中止になった場合は申込金の返金はで

きません。 

（３）個人情報ならびに肖像の取り扱いについて 

 ①個人情報 

  ・プログラム、ランキング作成を含む競技会運営に使用します。 

 ②肖 像 

  ・大会報告としてホームページの媒体に使用します。 

  ・大会主催者が定めた撮影者によって撮影されたすべての映像は本連盟に帰属します。 

（４）競技会において、参加選手または関係者等が私的に撮影した動画や画像を YouTube 等の WEB サイトや

その他の公な場所に公開するためには、必ず各権利者の許諾を公開者が受けるようお願いします。また、

会場 BGM をそのまま使用すると著作権の侵害となりますので注意してください。 

 

８．安全 
本大会は（公財）日本水泳連盟 OWS 競技に関する安全対策ガイドラインに従い実施します。また以下の点

を理解し、注意して参加してください。 

①不調を感じたら、無理をせず、勇気をもって棄権する。 

②初めて OWS 競技に参加される方は、主催者の定める補助浮具（セーフティバック）の使用を必須とする。 

③受付で健康アンケートをもとにドクターのチェックを必ず受けるとともに、自己の責任のもと厳しく管

理を行う。 

④会場へのジェットスキー等の侵入は警戒船にて防止するが、自身でも注意を怠らない。 

⑤安全上の理由から競技中にブイまたは浮具につかまり休憩することは可とする。 

   ※日本選手権トライアルの部を除く。 

⑥天候に注意し、日焼けや熱中症への対策を施すこと。 

⑦前夜のアルコールの摂取、睡眠不足は大敵であることを理解し体調管理に努める。 

 

９．競技役員の方へ 
 ・８：００までに会場へお越しいただき、役員受付を行ってください。その際、競技役員用健康観察表の

提出をお願いいたします。競技役員打ち合わせは８：１５に行います。なお、７：００頃から会場準備

を行いますので、よろしければご協力をお願いいたします。 

 ・競技役員の方へ昼食、飲み物の準備をしております。 

 ・服装について、普段の競技会で着用している競技役員ユニフォーム（上）をご持参ください。ズボンにつ

いては、指定はありません。屋外での競技になりますので、ハーフパンツ等準備していただくとよいと思

います。また、準備・片付け等で水中に入る場合がありますので、水着、サンダルもご持参ください。 


