
南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング第6回
リレーの部 申込書・誓約書

2019年　　　月　　　日

※　申込書にもれなく記入し、ご捺印ください。
※　リレー種目では、1人2回までの参加を認めます。但し、参加費は2名分となります。
※　ご記入頂いた個人情報は、個人情報の保護に関する法令等を遵守して取り扱い、本OWS大会の運営に関すること以外には使用しません。

（複数参加でも1人1着のみ） 

（複数競技参加でも1人1着のみ） 

※参加者本人が未成年の場合、保護者名記入と捺印

保護者名

2019年
12月31日
時点

2019年
12月31日
時点

2019年
12月31日
時点

（　 歳）

（複数競技参加でも1人1着のみ） 保護者名 （　 歳）

（複数競技参加でも1人1着のみ） 保護者名 （　 歳）

（フリガナ）

（フリガナ）
（　  歳［2019年12月31日時点］　血液　　型）

私は、本オープンウォータースイミング大会開催中の不慮の疾患や万一の事故は、すべて自己の責任とし、主催者には一切迷惑をかけ
ないことを誓約致します。
私は、本OWS大会に参加するにあたり、日頃より健康に注意し、健康体であることを誓います。
（たとえ申し込み後であっても、体調不良の場合は参加しません）
私は、本OWS大会の注意事項やルールを厳守するとともに、安全に心がけることを誓います。
私は、個人の所有品の盗難や破損について、主催者には一切迷惑をかけないことを誓います。
本OWS大会において、実行委員会及び実行委員会が認める者が、写真・映像を撮影することに同意します。また、撮影者が本OWS大
会の広報・PR、報道を目的として撮影した写真・映像を使用する際に、私の肖像権の侵害を主張しません。

1.

2.

3.
4.
5.

〈誓約書〉※OWSは危険で過酷な競技であることを了解して参加すること。

集え！扇ヶ浜
へ！

集え！扇ヶ浜
へ！

南紀田辺・扇ヶ浜第 回6

第95回 日本選手権水泳競技大会OWSトライアルの部（5km）
（公財）日本水泳連盟OWS大会2019サーキットシリーズ第2戦
第95回 日本選手権水泳競技大会OWSトライアルの部（5km）
（公財）日本水泳連盟OWS大会2019サーキットシリーズ第2戦

で検索

お問合せ
〒646-0033　和歌山県田辺市新屋敷町１番地　南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング事務局（田辺商工会議所内）

0739-22-5064 ＦＡＸ：0739-25-2783 
Ｅ-mail：yeg@tanabe-cci.jp
https://tanabe-ows.com

南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング

銀メダリスト

（公財）日本水泳連盟認定OWS大会

1km・2ｋｍ・5ｋｍ・リレー（500ｍ×4人）種目

オープンウォーター
スイミング

オープンウォーター
スイミング

紀伊田辺支店　担当：入野・成川

TEL.0739-24-2800 FAX.0739-24-7364 E-mail:3519t1@tobutoptours.co.jp

宿泊ご予約の方は、東武トップツアーズをご利用ください！

16日（日）：2km参加（予定）

15日（土）：水泳教室、講演会＆交流会

アテネオリンピック競泳男子200mバタフライ
会場：和歌山県田辺市扇ヶ浜海水浴場

参加者募集中！！
2019年3月8日～5月10日 募集期間

シドニー・アテネオリンピック
400m・800m自由形日本代表

主催／田辺商工会議所青年部・田辺OWS実行委員会　主管／田辺水泳協会
後援／（公財）日本水泳連盟・和歌山県水泳連盟・和歌山県・田辺市・田辺市教育委員会・田辺観光協会・田辺商工会議所・(株)紀伊民報・(株)和歌山放送・ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ(株)

山本貴司さん

山田沙知子さん



南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング　要項第6回

○日本選手権OWSトライアルの部：男女各1位～3位まで
○OWS個人の部：男女各1位～3位まで
○OWSリレーの部：1位～3位まで

和歌山県田辺市 扇ヶ浜海水浴場

6月15日（土）

2019年3月8日～5月10日必着（定員になり次第締め切ります）

郵便振替           
申込締切日　2019年5月10日（金）必着        
郵便局備え付けの、払込取扱票に記入の上、振り込み下さい。
申込書は、同時に事務局まで郵送下さい。
口座番号：00940-1-234423
加入者名：田辺OWS実行委員会  ※振込手数料130円 

◆締め切り後、参加承認通知書を送付します。

インターネット（MSPO ENTRY・SPORTS ENTRY）または郵便振替にてお申し込みください。

南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング第5回
個人の部 申込書・誓約書

親水イベント（500mタイムトライアル）、水泳教室、講演会＆交流会　参加申込書

※前日に受付と競技説明会に参加された方は、当日、参加競
　技開始の1時間前までに会場までお越しください。
　（5km参加の方は可能な限り前日受付をお願いします）
※定員を超える場合は、先着順とさせていただきます。

上記イベントについて

7：00～8：00 選手受付
8：00～8：30 開会式、競技説明会
開始時間
9：20～

10：50～
12：30～

1km
2km
5km

35分
70分
160分

13：40～
OWSリレーの部
500ｍ×4人

個人の部表彰式（1km・2ｋｍ・5ｋｍ）

90分
120名
(30ﾁｰﾑ)

種目 制限時間 定員

競技終了後 リレー表彰式、閉会式
コースは1周1ｋｍの周回コース

100名
100名
150名

○中学生以上（18歳以下は（公財）日本水泳連盟の競技者登録をし
ている人）の健康な男女で、完泳する泳力と練習をつんだ者。
　2019年12月31日時点の年齢を対象とする。
○既往症(内臓疾患・心臓疾患・呼吸器疾患等)のある人は出場
不可とする。
○その他主催者が不適当と認める人の出場は不可とする。
○申込時に必要事項を明記し、参加承諾を受けた者。
○日本選手権OWSトライアルの部はウェットスーツ着用不可とする。

当日、会場の記録速報掲示板に総合成績を掲示します。
※記録については、大会ホームページにアップします。
　個人の記録証は当日、配布致します。

2019年　　　月　　　日

13：00～　選手前日受付・水泳教室受付
13：30～　水泳教室

16：00～　競技説明会
17：00～　山田沙知子さんによる講演会＆交流会
19：00頃終了予定

日本選手権OWSトライアルの部（5㎞）
オープンウォータースイム個人の部（5㎞・2㎞・1㎞）
オープンウォータースイムリレーの部（500m×4人）

（公財）日本水泳連盟「OWS競技規則」を原則とする。　
但し、一部ローカルルールを適用する。

注意事項

申込方法

申込期間

開催日時

種　　目
表　　彰

日　　程 6月16日（日）日　　程

開催場所

出場資格

記　　録

競技規則

①安全のため、ウェットスーツの着用を推奨します。（日本選手権OWSトライアルの
部出場者はウェットスーツ着用不可、FINA公認水着を着用して下さい）
②コース途中で、ブイにつかまって休憩することが出来ます。 
③大会スタッフが、競技続行不能と判断した場合は、競技を中止してもらうこと
があります。   
④前日または当日の競技説明会への参加は義務とし、参加出来ない人は出場でき
ません。
⑤マナーアップのため、「会場内でのゴミのポイ捨て」、「ボランティアスタッフへの
悪質対応」、「主催者及び来賓のあいさつ中での飲食やおしゃべり」を禁止
する。 
⑥誓約書を熟読して署名・捺印のこと。
⑦当日の天候や気象状況により、コースや時間が変更されることがあります。
　あらかじめご了承下さい。（雨天決行、荒天・警報時は中止となります）
⑧申込後の返金は、いかなる理由があっても出来ませんので、ご了承下さい。

2019年 6月15日（土）13：30～
6月16日（日）　8：00～

・日本選手権OWSトライアルの部（国体予選）5km
・ＯＷＳ 個人の部5kｍ
・ＯＷＳ 個人の部2kｍ
・ＯＷＳ 個人の部1kｍ
　個人種目の高校生以下参加料は半額 ※但し、Ｔシャツ・食事券はなし
・リレー500m×4人

10,000円
10,000円
8,000円
6,000円

（1チーム）12,000円

参加料

山田沙知子さんによる水泳教室（6月15日（土）13：30～）、親水イベント（500mタイムトライアル）（6月15日（土）15：00～）、
講演会＆交流会（6月15日（土）17：00～）に参加ご希望の方はご記入ください。
なお、人数制限がございますので、応募多数の場合は先着順とさせていただきます。ご了承ください。
講演会＆交流会に参加ご希望の方は、会場準備の都合上参加人数もご記入ください。

水泳教室に参加親水イベント（500mタイムトライアル）
参加料：中学生以上2,000円、小学生1,000円 講演会＆交流会に参加（　　　人）

水泳教室に参加親水イベント（500mタイムトライアル）
参加料：中学生以上2,000円、小学生1,000円 講演会＆交流会に参加（　　　人）

名前 保護者名

住所
〒

〒

連絡先　TEL

参加者が高校生以下の
場合ご記入ください。（　　　　　　　　　　）（　　　歳）

名前 保護者名

住所 連絡先　TEL

参加者が高校生以下の
場合ご記入ください。（　　　　　　　　　　）（　　　歳）

：定員60名

インターネット（MSPO ENTRY・SPORTS ENTRY）
申込締切日　2019年5月10日（金）
パソコンまたはスマートフォンから下記URLにアクセスし、大会エン
トリーページの指示に従ってお申し込みください。お支払い方法
は、クレジットカード、コンビニ、ATM等からお選びいただけます。

別途、手数料が必要となります。詳細は下記エントリーサイトにてご確認ください。
※エントリー手数料

MSPO ENTRY   http://www.mspo.jp
SPORTS ENTRY   https://www.sportsentry.ne.jp

■名前

（フリガナ）

■保護者名前 ■所属先

■住所
〒

　自宅
■電話

■緊急連絡者 ■TEL

■宿泊予定　 有　・　無　（　宿泊予定地：田辺市・白浜町・その他　）　（ 宿泊先名：　　　　　　　　　　　 ）

■大会記念Tシャツ（希望サイズ）　XS  ・  S  ・  M  ・  L  ・  XL （複数競技参加でも1人1着のみです。高校生以下の方はTシャツはございません） 

■性別 男 ・ 女印 （　  歳［2019年12月31日時点］　血液　　型）

印

　本人
■携帯
※緊急時の連絡に使用しますので、必ず明記する

■生年月日　　　年　　　月　　　日

※　申込書にもれなく記入し、ご捺印ください。
※　ご記入頂いた個人情報は、個人情報の保護に関する法令等を遵守して取り扱い、本OWS大会の運営に関すること以外には使用しません。

15：00～ 親水イベント　500mタイムトライアル
参加料：中学生以上2,000円、小学生1,000円
定　員：50名（小学生以上）

大会Tシャツ・大会飲食ブースで使える食事券付

男女・混合チーム問わずエントリー可。 
ただし、表彰はチーム形態問わず総合で行います。

（参加者本人が未成年
  の場合記入・捺印）

キ
リ
ト
リ
線

私は、本オープンウォータースイミング大会開催中の不慮の疾患や万一の事故は、すべて自己の責任とし、主催者には一切迷惑をかけ
ないことを誓約致します。
私は、本OWS大会に参加するにあたり、日頃より健康に注意し、健康体であることを誓います。
（たとえ申し込み後であっても、体調不良の場合は参加しません）
私は、本OWS大会の注意事項やルールを厳守するとともに、安全に心がけることを誓います。
私は、個人の所有品の盗難や破損について、主催者には一切迷惑をかけないことを誓います。
本OWS大会において、実行委員会及び実行委員会が認める者が、写真・映像を撮影することに同意します。また、撮影者が本OWS大
会の広報・PR、報道を目的として撮影した写真・映像を使用する際に、私の肖像権の侵害を主張しません。

1.

2.

3.
4.
5.

〈誓約書〉※OWSは危険で過酷な競技であることを了解して参加すること。

定　員：50名（小学生以上）

シドニー・アテネ五輪400m・800m自由形日本代表
山田沙知子さん

参加種目に○印をつける 合計金額
日本選手権OWSトライアルの部  5km
一般（10,000円）・高校生以下（5,000円）

OWS個人の部  5km
一般（10,000円）・高校生以下（5,000円）

OWS個人の部  2km
一般（8,000円）・高校生以下（4,000円）

OWS個人の部  1km
一般（6,000円）・高校生以下（3,000円）

（　　　　）※1km、2km
時間差スタート

南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング　要項第6回

○日本選手権OWSトライアルの部：男女各1位～3位まで
○OWS個人の部：男女各1位～3位まで
○OWSリレーの部：1位～3位まで

和歌山県田辺市 扇ヶ浜海水浴場

6月15日（土）

2019年3月8日～5月10日必着（定員になり次第締め切ります）

郵便振替           
申込締切日　2019年5月10日（金）必着        
郵便局備え付けの、払込取扱票に記入の上、振り込み下さい。
申込書は、同時に事務局まで郵送下さい。
口座番号：00940-1-234423
加入者名：田辺OWS実行委員会  ※振込手数料130円 

◆締め切り後、参加承認通知書を送付します。

インターネット（MSPO ENTRY・SPORTS ENTRY）または郵便振替にてお申し込みください。

南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング第5回
個人の部 申込書・誓約書

親水イベント（500mタイムトライアル）、水泳教室、講演会＆交流会　参加申込書

※前日に受付と競技説明会に参加された方は、当日、参加競
　技開始の1時間前までに会場までお越しください。
　（5km参加の方は可能な限り前日受付をお願いします）
※定員を超える場合は、先着順とさせていただきます。

上記イベントについて

7：00～8：00 選手受付
8：00～8：30 開会式、競技説明会
開始時間
9：20～

10：50～
12：30～

1km
2km
5km

35分
70分
160分

13：40～
OWSリレーの部
500ｍ×4人

個人の部表彰式（1km・2ｋｍ・5ｋｍ）

90分
120名
(30ﾁｰﾑ)

種目 制限時間 定員

競技終了後 リレー表彰式、閉会式
コースは1周1ｋｍの周回コース

100名
100名
150名

○中学生以上（18歳以下は（公財）日本水泳連盟の競技者登録をし
ている人）の健康な男女で、完泳する泳力と練習をつんだ者。
　2019年12月31日時点の年齢を対象とする。
○既往症(内臓疾患・心臓疾患・呼吸器疾患等)のある人は出場
不可とする。
○その他主催者が不適当と認める人の出場は不可とする。
○申込時に必要事項を明記し、参加承諾を受けた者。
○日本選手権OWSトライアルの部はウェットスーツ着用不可とする。

当日、会場の記録速報掲示板に総合成績を掲示します。
※記録については、大会ホームページにアップします。
　個人の記録証は当日、配布致します。

2019年　　　月　　　日

13：00～　選手前日受付・水泳教室受付
13：30～　水泳教室

16：00～　競技説明会
17：00～　山田沙知子さんによる講演会＆交流会
19：00頃終了予定

日本選手権OWSトライアルの部（5㎞）
オープンウォータースイム個人の部（5㎞・2㎞・1㎞）
オープンウォータースイムリレーの部（500m×4人）

（公財）日本水泳連盟「OWS競技規則」を原則とする。　
但し、一部ローカルルールを適用する。

注意事項

申込方法

申込期間

開催日時

種　　目
表　　彰

日　　程 6月16日（日）日　　程

開催場所

出場資格

記　　録

競技規則

①安全のため、ウェットスーツの着用を推奨します。（日本選手権OWSトライアルの
部出場者はウェットスーツ着用不可、FINA公認水着を着用して下さい）
②コース途中で、ブイにつかまって休憩することが出来ます。 
③大会スタッフが、競技続行不能と判断した場合は、競技を中止してもらうこと
があります。   
④前日または当日の競技説明会への参加は義務とし、参加出来ない人は出場でき
ません。
⑤マナーアップのため、「会場内でのゴミのポイ捨て」、「ボランティアスタッフへの
悪質対応」、「主催者及び来賓のあいさつ中での飲食やおしゃべり」を禁止
する。 
⑥誓約書を熟読して署名・捺印のこと。
⑦当日の天候や気象状況により、コースや時間が変更されることがあります。
　あらかじめご了承下さい。（雨天決行、荒天・警報時は中止となります）
⑧申込後の返金は、いかなる理由があっても出来ませんので、ご了承下さい。

2019年 6月15日（土）13：30～
6月16日（日）　8：00～

・日本選手権OWSトライアルの部（国体予選）5km
・ＯＷＳ 個人の部5kｍ
・ＯＷＳ 個人の部2kｍ
・ＯＷＳ 個人の部1kｍ
　個人種目の高校生以下参加料は半額 ※但し、Ｔシャツ・食事券はなし
・リレー500m×4人

10,000円
10,000円
8,000円
6,000円

（1チーム）12,000円

参加料

山田沙知子さんによる水泳教室（6月15日（土）13：30～）、親水イベント（500mタイムトライアル）（6月15日（土）15：00～）、
講演会＆交流会（6月15日（土）17：00～）に参加ご希望の方はご記入ください。
なお、人数制限がございますので、応募多数の場合は先着順とさせていただきます。ご了承ください。
講演会＆交流会に参加ご希望の方は、会場準備の都合上参加人数もご記入ください。

水泳教室に参加親水イベント（500mタイムトライアル）
参加料：中学生以上2,000円、小学生1,000円 講演会＆交流会に参加（　　　人）

水泳教室に参加親水イベント（500mタイムトライアル）
参加料：中学生以上2,000円、小学生1,000円 講演会＆交流会に参加（　　　人）

名前 保護者名

住所
〒

〒

連絡先　TEL

参加者が高校生以下の
場合ご記入ください。（　　　　　　　　　　）（　　　歳）

名前 保護者名

住所 連絡先　TEL

参加者が高校生以下の
場合ご記入ください。（　　　　　　　　　　）（　　　歳）

：定員60名

インターネット（MSPO ENTRY・SPORTS ENTRY）
申込締切日　2019年5月10日（金）
パソコンまたはスマートフォンから下記URLにアクセスし、大会エン
トリーページの指示に従ってお申し込みください。お支払い方法
は、クレジットカード、コンビニ、ATM等からお選びいただけます。

別途、手数料が必要となります。詳細は下記エントリーサイトにてご確認ください。
※エントリー手数料

MSPO ENTRY   http://www.mspo.jp
SPORTS ENTRY   https://www.sportsentry.ne.jp

■名前

（フリガナ）

■保護者名前 ■所属先

■住所
〒

　自宅
■電話

■緊急連絡者 ■TEL

■宿泊予定　 有　・　無　（　宿泊予定地：田辺市・白浜町・その他　）　（ 宿泊先名：　　　　　　　　　　　 ）

■大会記念Tシャツ（希望サイズ）　XS  ・  S  ・  M  ・  L  ・  XL （複数競技参加でも1人1着のみです。高校生以下の方はTシャツはございません） 

■性別 男 ・ 女印 （　  歳［2019年12月31日時点］　血液　　型）

印

　本人
■携帯
※緊急時の連絡に使用しますので、必ず明記する

■生年月日　　　年　　　月　　　日

※　申込書にもれなく記入し、ご捺印ください。
※　ご記入頂いた個人情報は、個人情報の保護に関する法令等を遵守して取り扱い、本OWS大会の運営に関すること以外には使用しません。

15：00～ 親水イベント　500mタイムトライアル
参加料：中学生以上2,000円、小学生1,000円
定　員：50名（小学生以上）

大会Tシャツ・大会飲食ブースで使える食事券付

男女・混合チーム問わずエントリー可。 
ただし、表彰はチーム形態問わず総合で行います。

（参加者本人が未成年
  の場合記入・捺印）

キ
リ
ト
リ
線

私は、本オープンウォータースイミング大会開催中の不慮の疾患や万一の事故は、すべて自己の責任とし、主催者には一切迷惑をかけ
ないことを誓約致します。
私は、本OWS大会に参加するにあたり、日頃より健康に注意し、健康体であることを誓います。
（たとえ申し込み後であっても、体調不良の場合は参加しません）
私は、本OWS大会の注意事項やルールを厳守するとともに、安全に心がけることを誓います。
私は、個人の所有品の盗難や破損について、主催者には一切迷惑をかけないことを誓います。
本OWS大会において、実行委員会及び実行委員会が認める者が、写真・映像を撮影することに同意します。また、撮影者が本OWS大
会の広報・PR、報道を目的として撮影した写真・映像を使用する際に、私の肖像権の侵害を主張しません。

1.

2.

3.
4.
5.

〈誓約書〉※OWSは危険で過酷な競技であることを了解して参加すること。

定　員：50名（小学生以上）

シドニー・アテネ五輪400m・800m自由形日本代表
山田沙知子さん

参加種目に○印をつける 合計金額
日本選手権OWSトライアルの部  5km
一般（10,000円）・高校生以下（5,000円）

OWS個人の部  5km
一般（10,000円）・高校生以下（5,000円）

OWS個人の部  2km
一般（8,000円）・高校生以下（4,000円）

OWS個人の部  1km
一般（6,000円）・高校生以下（3,000円）

（　　　　）※1km、2km
時間差スタート


