
主催 第２３回館山ＯＷＳ実行委員会

主管 一般社団法人　千葉県水泳連盟

後援（予定） 公益財団法人　千葉県体育協会・千葉県教育委員会

館山市・館山市教育委員会・館山商工会議所・館山市体育協会

館山船形漁業協同組合・岩井富浦漁業協同組合

特別協力 公益財団法人　日本水泳連盟

協力 公益財団法人　日本ライフセービング協会

協賛 調整中

会場 館山市北条海岸（競技）・安房教育会館（競技説明会）

           7月15日（月・海の日）

① ５ｋｍ ④ ３ｋｍ

② １ｋｍ 一般の部・高校生以下の部 ⑤ ３ｋｍ

③ １ｋｍ ⑥

＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊

完泳者には（公財）日本水泳連盟のＯＷＳ公認泳力資格級５級の証書を授与する。

レース中に安全監視のライフセーバーが泳者に声を掛け、これ以上泳ぐことは危険と判断した場合はレース中に安全監視のライフセーバーが泳者に声を掛け、これ以上泳ぐことは危険と判断した場合はレース中に安全監視のライフセーバーが泳者に声を掛け、これ以上泳ぐことは危険と判断した場合はレース中に安全監視のライフセーバーが泳者に声を掛け、これ以上泳ぐことは危険と判断した場合は

この完泳証は５年ごとの連続出場申請に必要となるので各自で保管すること。

速やかにレースを中止し、ライフセーバーの指示に従うこと。速やかにレースを中止し、ライフセーバーの指示に従うこと。速やかにレースを中止し、ライフセーバーの指示に従うこと。速やかにレースを中止し、ライフセーバーの指示に従うこと。

【実施種目および競技説明会】

個人種目およびペアスイムの参加者全員に大会記念Tシャツを進呈する。エントリー時にサイズを指定すること。

リレー参加チームは有料（1枚1,000円）とし、別途申込とする。希望者はエントリー時にサイズと枚数を指定すること。

完泳者全員に完泳証を授与する。（後日郵送は行わないので必ず当日受け取ること。）

付与する。但し、本戦出場にあたっては日水連競技者登録が必要であり、水着その他は大会規定に従うこと。

　第２３回館山ＯＷＳフェスティバル     　第２３回館山ＯＷＳフェスティバル     　第２３回館山ＯＷＳフェスティバル     　第２３回館山ＯＷＳフェスティバル     

一般の部は全種目５才刻みの年令区分とし、年令は暦年とする。（例⇒１９９５年生まれは全員２４才となる）

（注-１１） ペア（男女混合可）を組んだ２人が離れないように泳ぐ。完泳チームには完泳賞を授与する。

チームの編成方法に制限は設けない。年令区分別競技とする。

(注-６）

（注-９）

（注-１０）

５ｋｍ種目の男女別総合上位３名（日水連の強化指定選手は除く）に第９５回日本選手権（年令区分なし）の出場権を

一般社団法人　日本マスターズ水泳協会

一般の部・高校生以下の部

競技説明会（注-2参照）

＊　千葉県国体予選の部は申し込み先が異なる。千葉県水連の競技会要項に基づいてエントリーすること　＊

４×５００ｍリレー（一般の部・高校生以下の部）

　　　　　 7月14日（日）

一般の部・高校生以下の部・千葉県国体予選の部

マスターズ登録者の部

（ペアスイム）一般の部・高校生以下の部

５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。（注-１）

（注-２）

（注-５）

（注-３）

（注-４）

※千葉県国体予選の部の水着規定は千葉県水連の競技会要項で確認すること。

選手の水着は材質、形状に制限を設けない。但し、首より上、手首より先、足首から先を覆うものは不可とする。

選手への競技説明会は14日（日）15:30～16:30に安房教育会館２階にて行う。

手足の爪は他人にケガをさせない長さとする。受付時に爪チェックを受けること。事前にカットしておくこと。

泳者は計測チップ以外の機器（時計等）を身体につけることはできない。

３ｋｍ種目にマスターズ協会登録者の部を設け、完泳した場合はその記録を公認する。

ＯＷＳ検定会は誘導する伴走船と共に隊列を組んで約５００ｍを泳ぐ。

保険に加入する事を薦める。保険に加入する事を薦める。保険に加入する事を薦める。保険に加入する事を薦める。

この大会の主催者は参加者を対象にしたスポーツ傷害保険に加入しているが、安全のため参加者も各自でこの大会の主催者は参加者を対象にしたスポーツ傷害保険に加入しているが、安全のため参加者も各自でこの大会の主催者は参加者を対象にしたスポーツ傷害保険に加入しているが、安全のため参加者も各自でこの大会の主催者は参加者を対象にしたスポーツ傷害保険に加入しているが、安全のため参加者も各自で

（注-７）

マスターズ登録者はチーム又は個人で協会のHPから会員ログインし、公認記録証を出力することができる。

競技は男女別・年令区分別とする。各種目の総合１位～３位までを表彰する。（年令区分別の表彰は行わない。）

イヤリング、突起のある指輪、固いマニキュア（ジェルネイル等）も不可とする。

（注-８）



小－Ａ 小－Ｂ 小－Ｃ 中学 高校 大学 －２４ ＋２５ ＋３０ ＋３５ ＋４０ ＋４５ ＋５０ ＋５５

１～２ ３～４ ５～６ ２４才 ２５才 ３０才 ３５才 ４０才 ４５才 ５０才 ５５才

　年生 　年生 　年生 まで 　以上 　以上 　以上 　以上 　以上 　以上 　以上

＋６０ ＋６５ ＋７０ ＋７５ ＋８０ ＋８５ ＋９０ ＋９５

６０才 ６５才 ７０才 ７５才 ８０才 ８５才 ９０才 ９５才

以上 　以上 　以上 　以上 　以上 　以上 　以上 　以上

Ｎｏ 申込番号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

Ｎｏ

(２)

（３）

１６０才以上 ２００才以上

４０才以上

ペアスイム

高校生以下の部

２５０名

２００名

　【　個人種目の年令区分　】

制限時間

一般の部(片方が１８才以下）

４,０００円

11:45

８,０００円

８,０００円

9:15

競技開始予定時間

13:30

２分後にスタートする２分後にスタートする２分後にスタートする２分後にスタートする

＊ （２）以降は競技開始が早まることが予想されるので、余裕を持って受付を済ませること。＊ （２）以降は競技開始が早まることが予想されるので、余裕を持って受付を済ませること。＊ （２）以降は競技開始が早まることが予想されるので、余裕を持って受付を済ませること。＊ （２）以降は競技開始が早まることが予想されるので、余裕を持って受付を済ませること。

（１）

抗議内容が却下された場合は抗議料を返金しない。その他、問合せについては受付に申し出ること。

　【　異議　】

尚、抗議書の提出はチーム責任者に限る。また、抗議内容が承認された場合は抗議料を返金するが、

３ｋｍ

2時間30分

40分

40分１ｋｍ  7:00～8:30

５ｋｍ

高校生以下の部

1時間30分

内容を記入し、抗議料５,０００円を添えて受付に提出すること。抗議書の内容を大会総務で検討し、裁定する。

 11:00～12:00 14:30４×５００ｍリレー 1時間

　　　　　但し、コースコンディション不良以外の理由で３０分以上競技開始を早めることはない。

２０チーム

競技の失格内容や状況等に異議にある場合は、そのレース終了後、３０分以内に受付にある抗議書に

３０ペア

大学生

募集定員

２名とも高校生以下の部

　　 　１２,０００円

　【　リレー種目の年令区分は４人の合計年令とする　】

高校生

＊　高校生・大学生以上は歴年齢で年令区分を選定すること　＊＊　高校生・大学生以上は歴年齢で年令区分を選定すること　＊＊　高校生・大学生以上は歴年齢で年令区分を選定すること　＊＊　高校生・大学生以上は歴年齢で年令区分を選定すること　＊

　　　 １０,０００円

６,０００円

種目 区分

８０才以上

２４０才以上 ２８０才以上

一般の部(２名とも１８才以上）

参加費

　　　 １０,０００円

　　　　（例）２０００年生まれは全員が１９才となる。

６０才以上 １００才以上

５ｋｍ個人戦

４,０００円

７月１５日（月・海の日）⇒５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。７月１５日（月・海の日）⇒５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。７月１５日（月・海の日）⇒５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。７月１５日（月・海の日）⇒５ｋｍと１ｋｍとペアスイムは同時スタートとなるため、重複してのエントリーはできない。

 9:00～10:30

受付時間

１ｋｍとペアスイムは５ｋｍがスタートした１ｋｍとペアスイムは５ｋｍがスタートした１ｋｍとペアスイムは５ｋｍがスタートした１ｋｍとペアスイムは５ｋｍがスタートした

11:50 13:20

８,０００円

５０チーム

コース閉鎖種目

一般の部（合計年令区分別）

（４） ３ｋｍ個人戦

４×５００ｍリレー

【　競技予定時間　】

一般の部（１８才以上・年令区分別）

（５）

４名とも高校生以下の部

マスターズ登録者の部（年令区分別）

１２０才以上

（３）

　　　　（例）１９８０年生まれは全員が３９才となる。

一般の部（１８才以上・年令区分別）

（１）

高校生以下

高校生以下

１ｋｍペアスイム

一般の部 （１８才以上・年令区分別）

６,０００円

１ｋｍ個人戦（２）

９,０００円

　【　ペアスイムの年令区分は２人の合計年令とする　】

１２０才以上

３９才以下

１１９才以下

１５０名

高校生以下の部 ４,０００円

中学生

　【　参加費および定員　】



a.

b.

c.

d.

e.

f.

　【　個人情報の取り扱いについて　】

①

②

③

④ 大会当日の悪天候や自然災害、また事前に予測のできない事態が発生し、やむを得ず大会が中止になった場合、

　【　大会についての問い合わせ先　】

http://www.chiba-swim.or.jp/?cat=16http://www.chiba-swim.or.jp/?cat=16http://www.chiba-swim.or.jp/?cat=16http://www.chiba-swim.or.jp/?cat=16

１．　参加者の健康管理は本人の責任とし、各自で充分留意すること。

  toiawasechibamasters @gmail.com   担当　鵜原　　携帯　０７０－５５６９－８９４０

千葉県国体予選の部以外のこの大会の申し込みは全て「スポーツエントリー」にて行う。

「参加賞のキャップ・プログラム」を後日各チームの代表者宛に送付しますが、申込金は返金しませんのでご了承下さい。

　　　　　＊　２０年連続出場を申請する場合は第１３回での１０年連続出場表彰状のコピーを添付すること　＊

　【　大会エントリー方法　】

　【　申込受付期間　】

申込についての質問先　⇒　０５７０－０３９－８４６　　＊音声案内　⇒　２ ：問合せ

⑤　連続出場表彰の申請用紙は下記URLからダウンロードし、必要事項を記入の上、大会事務局に郵送する。

申込用紙は各自で上記からダウンロードしてエントリーする。

Ｆａｘでの申込先　：　０１２０－３７－８４３４　（スポーツエントリー）

３月２０日（水）　～　５月１５日（水）

インターネットで申し込んだ参加者にはそのアドレスに大会の第二次要項（下記５点）を６月末までに公開の案内を送信する。

なお、今回の大会結果は委託先のＨＰで公開しますので、予めご了承下さい。

　【　その他　】

④　２０年連続申請の方は第１４回から第２２回までの必要事項を記入する。今回はエントリー種目（１種目で可）のみ記入すること。

②　１０年連続申請の方は第１４回から第２２回までの必要事項を記入し、第２３回はエントリー種目（１種目で可）のみ記入すること。

　　　　　＊　１５年連続出場を申請する場合は第１８回大会での１０年連続出場表彰状のコピーを添付すること　＊

⑥　連続出場申請は郵送受付のみとする。送付先は申請書に記載された住所に郵送する。１５年連続、２０年連続申請の

Ｆａｘエントリーの申込用紙は３月１０日（日）までに　http://www.chiba-swim.or.jp/?cat=16　で公開する。

　　 場合、前回の賞状がないと受付できないので注意すること。(各大会の競技結果をもれなく記入すること。）

レース中に体調不良状態があった場合、途中棄権の場合も必ず救護係でチェックを受けること。

業務委託先　：　（株）アプロード　・（有）東洋電子システム　・（有）和興

２．　各チームは所属する参加者について次の事を確かめること。

お預かりした情報は適切かつ慎重に管理し、紛失、漏洩のないように努めます。

会場における事故等については、全て参加者側において処置すること。

医師の健康診断または自己申告に基づいて健康に異常がないこと。

競技大会前に１ヶ月間以上、週に１回以上の練習を定期的に行っていること。

プログラム作成、記録管理、郵送業務等は下記の会社に委託しておりますが、この大会以外の目的では利用しません。

大会に参加頂くにあたり、事務処理、確認事項の連絡等をスムーズに行うため、個人情報を提出して頂いております。

大会当日、受付時に「健康チェックシート」に必要事項を記入し、ドクターデスクに提出すること。

救護係による応急処置は行います。

　【　健康管理　】

①大会案内②出場確認票③健康チェックシート④休憩所無料利用券⑤その他　⇒　プリントアウトして当日持参すること。

③　１５年連続申請の方は第１９回から第２２回までの必要事項を記入し、第２３回はエントリー種目（１種目で可）のみ記入すること。

インターネット以外の申込者には上記５点を郵送する。　⇒　当日持参する事（郵送手数料500円は申込時に支払う。）

大会当日の受付前に「健康チェックシート」に必要事項を記入し、最初にドクターデスクに提出し、チェックを受けること。

今大会で５年連続、１０年連続、１５年連像、２０年連続を達成される参加者を表彰致します。

①　５年連続申請の方は第１９回から第２２回までの必要事項を記入し、第２３回はエントリー種目（１種目で可）のみ記入すること。

　【　連続出場表彰の申請について　】

また後日、２０２０年度の大会案内をこのデータに基づいて送信、郵送させて頂きます。

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78337https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78337https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78337https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78337


