
 《大 会 要 項》 

 

第 7 回 釜石オープンウォータースイミング 2023 根浜 
兼 燃ゆる感動かごしま国体水泳競技 OWS 岩手県代表選手選考会  

 

◇主  催  釜石オープンウォータースイミング実行委員会   

◇主  管  (一社)岩手県水泳連盟・釜石水泳協会 

◇後  援  (公財)日本水泳連盟・釜石市・釜石市体育協会・ NPO 法人岩手マスターズ水泳協会  

◇協  力  釜石ライフセービングクラブ・釜石トライアスロン協会・釜石東部漁業協同組合 

根浜親交会・釜石大槌地区行政事務組合消防本部・釜石海上保安部 

◇目  的  希望郷いわて国体（2016年）で初めて正式種目として採用され釜石市で実施された 

オープンウォータースイミング競技を地域復興の一助にすべく岩手県釜石市に定着 

させると共にオープンウォータースイミングの普及を推進する。 

◇日  程  7 月 29日(土)  ⦿試 泳（根浜海岸）13時～14時 

⦿競技説明会 16時 00分～17 時 00分 

〒026-0024 釜石市大町 1-1-9 ☎0193-22-2266 

釜石市民ホール TETTO ホール A             

・やむを得ず欠席する場合は事前に連絡すること。  

               ・選手の健康管理上可能な限り前泊することをお勧めします。但し、 

やむを得ない事情や近隣市町村在住で試合前日に十分睡眠が確保 

される場合はこの限りではない。 

 

7月 30日（日）・競技受付 7時 10分～8時 20分 

・開 会 式 8時 30       

                  ・競技開始 9時 00 分  ①OWS 検定 5級集団泳 ②1㎞ ③500m 

9時 50分  ①トライアルの部 5km ②5km ③3km           

                          ・表 彰 式 9時 55 分  OWS 検定 5級集団泳/1km/500m 

                          ・閉 会 式・表彰式 12時 30 分  3km/5km/トライアル・国体選考会の部  

◇競技会場  釜石市根浜海岸 OWS特設会場（寒さ対策として温かい風呂を用意しています） 

◇競技種目・申込金  ●日本選手権トライアルの部・燃ゆる感動かごしま国体岩手県代表選手選考会の部         

5㎞(男・女) 8,000 円   中高校生   4,000円  （定員 50 名 ）  

●5㎞(男・女) 8,000円   中高校生   4,000円  （定員 50 名 ）  

         ●3㎞(男・女) 6,000円   中高校生  3,000 円  （定員 100名）  

           ●1㎞(男・女) 4,000円    小中高校生  2,000円  （定員 100 名）  

●500m (男・女) 1,500円  小学生                   (定員 40名 ) 

    ●(公財)日本水泳連盟 OWS 検定５級 集団泳 1,000 円  (定員 10 名 ) 

◇参加資格 ・この競技は危険で過酷なレースであることを事前に了解してエントリーして下さい。 

・参加種目の距離を競技時間内で完泳出来る泳力のある方で、定期的に水泳練習を 

行っている心身ともに健康な人。 

・既往症（内臓疾患・心臓疾患・呼吸器疾患等）のある人は出場不可。 

・その他大会実行委員会が不適当と認める人の出場は不可。 

・「日本選手権トライアルの部・燃ゆる感動かごしま国体岩手県代表選手選考会」参加選手の 

年齢は 2023年 12 月 31日現在で満年齢 14 歳以上であること。 



◇競技方法  日本水泳連盟『OWS 競技規則』を原則とし、一部ローカルルールを適用する。 

        ・OWS検定 5級集団泳：15 分～20分 

・500mの競技時間：25分 

        ・1㎞の競技時間  ：40分 

        ・3㎞の競技時間  ：2時間 

        ・5㎞の競技時間  ：2時間 30分 

       ・5㎞日本選手権トライアルの部・燃ゆる感動かごしま国体岩手県代表選手選考会の 

競技時間：１時間 30分 

※競技時間を経過した場合はその時点で退水をお願い致します。 

 

◇年齢基準  2023年 12 月 31日現在の満年齢とする。 

 

◇表  彰  総合順位男女別 1位～3位と年代・男女別１位～3位を表彰し賞状を授与する。 

        （※ただし総合順位男女別 1位～3位に入賞した選手は年代別表彰から外れる） 

完泳者全員に記録証を交付します。 

       「日本選手権トライアルの部・燃ゆる感動かごしま国体岩手県代表選手選考会の部」 

男女各上位 3名に 2023年度 OWS日本選手権の 5km の部出場権を付与する 

◇競技種目 

種     目 年 代 区 分 

OWS検定 5級集団泳 小学 3年生以上  

500ｍ 小学生（4~6 年）  

1km 
小学生（4~6 年）・中学生・高校生～29 才以下・30 才代・40 才代・50

才代・60才代・70才代・80才以上  

3km 
中学生・高校生～29才以下・30才代・40才代・50 才代・60才代・70

才代・80才以上 

5km 
中学生・高校生～29才以下・30才代・40才代・50 才代・60才代・70

才代・80才以上 

日本選手権トライアルの部・国体岩

手県代表選手選考会の部 5km 
中学生以上（2023 年 12月 31日現在満 14歳以上） 

                                    

◇申込方法 (インターネット)  https://kamaishi-ows.com                                                           

 

◇受付期間  2023年 4月 1日(土)～ 6月 25日(日) ◆定員になり次第締め切ります。 

◇参加通知  2023年 7月 11日（火）～7月 17日（月）全選手に参加通知書を発送いたします。 

◇宿   泊   宿泊については各自で手配の事 

◇送迎バス 《送迎バス利用予定者はエントリーの際チェックのこと、先着順に定員で締め切る》 

7月 29日（土）大会前日：試泳用（マイクロバス 2台運行） 

       釜石駅（ホテルフォルクローロ）12:10⇒ホテルサンルート 12:15⇒根浜 12:35  

      帰り：根浜 14:30⇒ホテルサンルート 14:50⇒釜石駅（ホテルフォルクローロ）14:55 

7月 30日（日）大会当日(マイクロバス 2台運行) 

       釜石駅（ホテルフォルクローロ）6:45⇒ホテルサンルート 6:50⇒根浜 7:10  

      帰り：根浜 10:45⇒ホテルサンルート 11:05⇒釜石駅（ホテルフォルクローロ）11:10 

帰り：根浜 13:25⇒ホテルサンルート 13:45⇒釜石駅（ホテルフォルクローロ）13:50 

《新型コロナウィルス感染防止対策のため送迎バスの運行を中止または乗員数を制限する場合があります》 

 

 

◇注意事項 1.「日本選手権トライアルの部兼燃ゆる感動かごしま国体岩手県代表選手選考会の部」参加選手 



は FINA公認水着着用の事 ウェットスーツ着用については FINAルールによる。 

・水温 16度以上～18度未満はウェットスーツ着用を義務付ける。 

・水温 18度以上～20度未満はウェットスーツ着用を認める。 

・水温 20度以上はウェットスーツ着用を認めない。 

         その他の種目参加選手は水温に関わらずウェットスーツ着用は可とする。 

2.「日本選手権トライアルの部兼燃ゆる感動かごしま国体岩手県代表選手選考会の部」参加選手 

は(公財)日本水泳連盟競技者登録（2023年度）完了者であること。 

3.「燃ゆる感動かごしま国体岩手県代表選手選考会」出場選手は燃ゆる感動かごしま国体水泳競

技 OWS参加資格を満たしていること。 

4. 参加選手は自分の泳力に合った距離設定をしてください。 

5. 気象状況その他の理由により大会中止の場合でも参加料は返却いたしません。 

◇問合せ先  〒026-0301 釜石市鵜住居町 29-14-4 

釜石 OWS実行委員会・釜石水泳協会事務局 TEL・FAX  0193-28-1717 

        西原 義勝（ニシハラ ヨシカツ）携帯 090-8920-2834 

        mailto:dah86265@yahoo.co.jp     

◇保険に関して 

危険度の高い競技であることから、必要な保険（生命保険・傷害保険）は各自の責任で加入すること。 

◇お願い    

7 月 29 日（土）16 時 00 分からの代表者会議兼競技説明会では変更訂正等の確認・参加賞等の配付があ

りますし選手の皆様には大会前日に現地入りして体調を整えて大会に臨んでいただきたいとの思いもあ

り可能な限り説明会には出席いただきますようお願い申上げます。やむを得ず欠席の場合は

mailto:dah86265@yahoo.co.jp あて連絡お願いいたします。 

 

※新型コロナウィルスの感染状況によって大会日程・募集期間等の変更が発生する可能性があります。

すべて予定となっておりますので大会ホームページをご確認お願いいたします。 

 

※新型コロナウィルスの感染状況により自治体より様々な要請、指示があった場合に感染拡大地域か

らの参加については慎重にご検討をお願いすることや大会中止もあり得ますことをご了承くださ

い。 
 

mailto:dah86265@yahoo.co.jp
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