第 97 回〔2021 年度〕
兼

日本選手権水泳競技大会

2022 年 ＯＷＳ全豪選手権代表選手選考会
オープンウォータースイミング競技

◇主
◇主
◇後
◇期

催
管
援
日

(公財)日本水泳連盟
(一社)千葉県水泳連盟
未定
９月24日（金）・25日（土）・26日（日）
ただし９月24日（金）は公式練習日
千葉県館山市北条海岸（鏡ヶ浦）
ＳＥＩＫＯ

◇会
場
◇公式計時
◇競技方法
（１）(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を原則とする。
（ただし、一部ローカル・ルールを適用する）
◇競技種目
５km 男子、５km 女子、10km 男子、10km 女子（年齢区分なし）
◇日
程
９月24日（金） 14:00～15:30
公式練習
16:00
監督者会議兼競技説明会。各チーム１名出席のこと。出場にあたっては、
選手の体調管理を考慮し、大会会場近郊での前泊を推奨する。
９月25日（土） ８:00～９:00
女子10km 受付
10:00
女子10km スタート
11:00～12:00
男子10km 受付
13:00
男子10km スタート
15:30
表彰式
９月26日（日） ７:00～８:00
女子５km 受付
９:00
女子５km スタート
９:00～10:00
男子５km 受付
11:00
男子５km スタート
12:30
表彰式
◇申込規定
（１）資格
① 選手は(公財)日本水泳連盟競技者登録2021年完了者であること。
② 選手が所属する団体（チーム）も同様に団体登録が完了していること。
③ 選手は競技会がある年の12月31日現在で満年齢14歳以上であること。
2019年４月１日以降の公式競技会または公認競技会において、以下のいずれかの資格を満たしていること。
ＯＷＳ標準記録「男子1500ｍ自由形16分00秒00（短水路）・16分15秒00（長水路）、
女子800ｍ自由形９分05秒00（短水路）・９分15秒00（長水路）

突

破

2019年度

本連盟認定ＯＷＳ大会（５km）＊

３位以内

2019年度

日本選手権水泳競技大会（ＯＷＳ競技）

８位以内

2020年度

日本選手権水泳競技大会（競泳競技）

出

場

2020年度

ジャパンオープン（50ｍ）

出

場

2020年度

全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ水泳競技大会（春季）

出

場

2020年度

本連盟認定ＯＷＳ大会（５km）＊
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３位以内

2021年度

日本選手権水泳競技大会（競泳競技）

出

場

2021年度

ジャパンオープン（50ｍ）

出

場

2021年度

ＯＷＳオーシャンズカップ

2021年度

全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ水泳競技大会（夏季）

2021年度

国民体育大会水泳競技大会（ＯＷＳ競技）

８位以内

2021年度

本連盟認定ＯＷＳ大会（５km）＊

３位以内

2021年度

日本学生選手権水泳競技大会

８位以内
出

突

場

破

＊各認定大会、最長距離種目（総合区分。ただし、より上位の区分がある場合は、その区分）
（２）制限
中学生以下の出場者は、保護者の同意書を必要とする。
（３）申込金
１名１種目につき10,000円（荒天時、自然要因による大会中止の場合、申込金の返金は
しない。）
（４）申込方法
※(公財)日本水泳連盟の大会ホームページからエントリー手順指示書を入手すること。
７月８日（木）公開予定
① ＷｅｂＳＷＭＳＹＳを利用しエントリー作業を行い、システムからプリントアウトされた帳票に申
込金を添えて所属の加盟団体に申請する。
注：申込をする団体は、所属する加盟団体に申込期日等を問い合わせること。
(公財)日本水泳連盟に直接申し込みすることはできない。
② 加盟団体は、申請者の資格等確認の上、下記申込先へ締切日までに届出を行う。
・申込金は、(公財)日本水泳連盟の指定口座へ振り込むこと。
・申込場所
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番２号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE ８階
(公財)日本水泳連盟 第97回日本選手権ＯＷＳ競技係 宛
TEL 03-6812-9061
FAX 03-6812-9062
（５）申込締切
① ８月18日（水）正午までに必着。
② 加盟団体は、登録団体から提出された帳票を取りまとめ、集計用紙に必要事項を記載の上、振込受
領証のコピーを添付して申し込むこと。
③ 配達記録の残る宅配便を利用すること。（普通郵便は不可とする）
（６）申込確認
８月23日（月）～８月25日（水）までの間､(公財)日本水泳連盟のホームページで確認することができる。
訂正がある場合は、直接(公財)日本水泳連盟にＦＡＸで８月25日（水）正午までに送信すること。
（７）ＡＤカードについて
本大会は写真付きＡＤカードを使用する。参加選手・付添は、縦4.5㎝×横3.5㎝の写真を準備すること。
（詳細・送付先は(公財)日本水泳連盟の大会ホームページのエントリー手順指示書を参照のこと）
◇ドーピング検査
本競技会は、日本アンチドーピング規定が適用される。
大会当日18歳未満の参加者は、18歳未満競技者親権者同意書を必要とする。
◇表
彰
男女とも１～３位にメダルならびに賞状を授与し、表彰する。
４位～８位に賞状を授与する。
◇選
考
本大会の成績によって、下記大会の代表選手を選考する。
☆ 2022年 ＯＷＳ全豪選手権大会
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◇公式練習
９月24日（金）午後２時から午後３時半まで大会会場で練習ができる。
なお、公式練習の選手受付は９月24日（金）午後１時から行う。受付場所：会場特設テント（予定）
◇監督者会議
開催日時
９月24日（金）午後４時（予定）
会
場
未定
◇備
考
８位以内の者に、次年度日本選手権水泳競技大会【ＯＷＳ競技】の出場権を与える。
大学生・高校生、男女別１位から16位の選手に､｢(公財)日本水泳連盟公認ＯＷＳ全国大学・高校ランキ
ング認定証｣を発行する。
◇大会情報
別刷要項・追加要項は発送しない。大会関係の情報は、(公財)日本水泳連盟ホームページに掲載するの
で確認すること。
◇宿泊・輸送・弁当
京王観光(株) 東京中央支店
担当：山脇
TEL 03-5312-6540
（月～金 ９：00～18：00 土日・祝祭日は休業）
FAX 03-5379-0740
メール：openwater-swim＠keio-kanko.co.jp
◇安全管理
選手の競技中の安全管理のため、10km 種目は給水コーチの帯同、５km 種目は付添コーチの帯同を義務付
ける。エントリー時に、帯同・付添コーチを登録すること。給水コーチは５km 種目の付添コーチを兼ねる
ことができる。給水コーチ１名につき選手２名まで担当可とする。付添コーチ１名に対する担当選手数の
上限は設けない。
◇荒天時の対応
天候状況により、９月24日（金）～26日（日）３日間の大会期間の中で競技開始時間・コース・距離を
変更して行う。
◇そ の 他
(公財)日本水泳連盟が提示する「１水泳競技会の再開に向けた感染拡大防止ガイドライン」を遵守し、
感染拡大防止策を講じて実施する。
◇問い合わせ先
(公財)日本水泳連盟オープンウォータースイミング委員会 メール：information@jasf-ows.com
◇(公財)日本水泳連盟ホームページ
http://www.swim.or.jp
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第97回［2021年度］日本選手権OWS競技
県内エントリー手順
申込場所

群馬県水泳連盟OWS委員会 臼井 真吾
〒372-0025 伊勢崎市東本町108-8
携帯
080-7709-5661
OWS副委員長
臼井 真吾

申込期限

8月8日（日）

送付での受付とします。

＊ 宅急便かレターパック360または510での受付を原則とします。
＊ メール便、郵便（速達）でも構いませんが、期日までに確実に間に合うように

お願い致します。
申込方法

【競技会 申込関係書類】上記の申し込み場所へ
WEB-SWMSYSでのエントリー作業を行い、システムからプリントアウトされた
書類（帳票など）を提出してください。
注意（WEB-SWMSYSでのエントリーは、8月5日(金)までです。)
＊ 手順提示書は、日本水泳連盟ホームページよりダウンロードして使用して
ください。

エントリー提出書類は、下記の通りお願いします。
(1)登録団体申込書1部提出（1部は各チームの保存用とする。）
(2)個人参加申込書
(3)出場資格証明書(任意様式)
(4)誓約書
(5)2021年度ドーピングコントロール手続同意書・・・20歳未満の参加者は全員提出する。
(6)競技会申込(エントリーTIME)一覧表
(7)所属名称 2団体併記申請書(希望者がいる場合)
(8)入金振込受領書のコピー
注：ADカードの申請がシステム申請となりましたので、早めに申請お願いします。

＊競技会申込金は、下記口座にお願い致します。
＊群馬銀行あずま支店 普通・0307355
群馬県水泳連盟OWS委員会 青木 和子
＊振込手数料については、各チームで負担してください。よろしくお願いします。

＊エントリー方法、申込金など、大会要項を確認し、間違いのないようにお願いします。

