
NOWS 主催事業 東京サマーランド OWS 大会 2018 大会要項 
 

主催 一般社団法人ＮＯＷＳ 

主管 東京サマーランドＯＷＳ大会実行委員会 

協力 東京サマーランド 

会場 〒259-0193 東京都あきる野市上代継 600 

 東京サマーランド グレートジャーニー（１周約６００ｍ） 

 

【競技日程と競技順】 

１０月６日（土）  ９時００分 １０ｋｍ・５ｋｍ 

 １１時０５分 ３ｋｍ・１ｋｍ・ジュニア６００ｍ 

 １３時００分 ６００ｍ家族リレー 

 １３時５０分 ６００ｍ×４リレー 

  

【大会特別ルール】 

 家族リレーは浮具の利用も認める。 

 家族リレーの子供は小学４年生未満であっても出場を認める。 

 給水ポイントでの給水回数を制限しない。 

 手や足が壁や床についても失格としないが、その場から歩かずに泳ぐこととする。 

 

【参加資格】 

 OWS は危険で過酷な競技であることを事前に了解すること 

 参加種目の距離を制限時間内で完泳できる泳力があること 

 定期的に水泳練習を行っていること 

 既住症（内臓疾患・心臓疾患・呼吸器疾患等）のある人は医師の許可を得ること 

 未成年者は親権者直筆の日付ならびに署名入りの参加同意書を提出すること 

 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とする 

 

【水着】 

 着用水着については、制限は設けない。 

 ウェットスーツを含む浮具の着用は着順除外とする（オープン参加）。 

 レース当日の水温が 22℃以下のときには、下記の条件のもと、保温性のあるウェットスーツの

着用を認め着順除外をしない。 

 OWS の大会、海練習等で着慣れている体格にあったウェットスーツであること 

 ウェットスーツ無しでも出場する種目を完泳する泳力があること 



 

【競技】 

（注）コース形状およびスタート・ゴールが設定できる場所が限られる関係上、いずれの競技も

距離は目安となります。あらかじめご了承ください。 

 

(1) １０ｋｍの部 

募集定員 男女合計５０名 

参加費 １０，０００円 （一般） ８，０００円 （学生） 

競技受付 ７時００分～８時００分 （大会会場受付デスク・時間厳守） 

体操・ウォームアップ・競技説明 ８時３０分～８時５０分 

競技スタート ９時００分の予定 （一斉スタート） 

制限時間 ３時間半 

計測方法 プール内に設けた１０ｋｍスタートラインから一斉スタートし、ゴールライン通過後

１周約６００ｍのコースを１７周した後、プールサイドに設けたゴールゲートを通過

する時にタイムチェックをする。ゴールした選手はゼッケン番号と氏名を申告し、

計測チップを返却して記録担当者に確認を受ける。ランキングは総合で作成す

る。 

 

(2) ５ｋｍの部 

募集定員 男女合計５０名 

参加費 ８，０００円 （一般） ６，０００円 （学生） 

競技受付 ７時００分～８時００分 （大会会場受付デスク・時間厳守） 

体操・ウォームアップ・競技説明 ８時３０分～８時５０分 

競技スタート ９時００分の予定 （一斉スタート） 

制限時間 ２時間 

計測方法 プール内に設けた５ｋｍスタートラインから一斉スタートし、ゴールライン通過後、

１周約６００ｍのコースを８周した後、プールサイドに設けたゴールゲートを通過

する時にタイムチェックをする。ゴールした選手はゼッケン番号と氏名を申告し、

計測チップを返却して記録担当者に確認を受ける。ランキングは総合で作成す

る。 

 

(3) ３ｋｍの部 

募集定員 男女合計５０名 

参加費 ６，０００円 （一般） ４，０００円 （学生） 

競技受付 ９時０５分～１０時０５分 （大会会場受付デスク・時間厳守） 

体操・ウォームアップ・競技説明 １０時３５分～１０時５５分 



競技スタート １１時０５分の予定 （一斉スタート） 

制限時間 ８０分 

計測方法 プール内に設けた３ｋｍスタートラインから一斉スタートし、ゴールライン通過後１

周約６００ｍのコースを５周した後、プールサイドに設けたゴールゲートを通過す

る時にタイムチェックをする。ゴールした選手はゼッケン番号と氏名を申告し、計

測チップを返却して記録担当者に確認を受ける。ランキングは総合で作成する。 

 

(4) １ｋｍの部 

募集定員 男女合計５０名 

参加費 ４，０００円 （一般） ３，０００円 （学生） 

競技受付 ９時０５分～１０時０５分 （大会会場受付デスク・時間厳守） 

体操・ウォームアップ・競技説明 １０時３５分～１０時５５分 

競技スタート １１時０５分の予定 （一斉スタート） 

制限時間 ３０分 

計測方法 プール内に設けた１ｋｍスタートラインから一斉スタートし、ゴールライン通過後１

周約６００ｍのコースを２周した後、プールサイドに設けたゴールゲートを通過す

る時にタイムチェックをする。ゴールした選手はゼッケン番号と氏名を申告し、計

測チップを返却して記録担当者に確認を受ける。ランキングは総合で作成する。 

 

(5) ジュニア６００ｍの部 

募集定員 小学校４年生から中学３年生までの男女合計５０名 

参加費 ２，０００円 

競技受付 ９時０５分～１０時０５分 （大会会場受付デスク・時間厳守） 

体操・ウォームアップ・競技説明 １０時３５分～１０時５５分 

競技スタート １１時０５分の予定 （一斉スタート） 

制限時間 １５分 

計測方法 プール内に設けたスタートラインから一斉スタートし、１周約６００ｍのコースを１周

した後、プールサイドに設けたゴールゲートを通過する時にタイムチェックをする。

ゴールした選手はゼッケン番号、氏名を申告し、計測チップを返却して記録担当

者に確認を受ける。ランキングは総合で作成する。 

 

(6) ６００ｍ家族リレーの部 

募集定員 子供とその家族２名からなるチーム５０組 

参加費 ３，０００円 

競技受付 １１時００分～１２時００分 （大会会場受付デスク・時間厳守） 

体操・ウォームアップ・競技説明 １２時３０分～１２時５０分 



競技スタート １３時００分の予定 （一斉スタート） 

制限時間 ２０分 

計測方法 プール内に設けたスタートラインから一斉スタートし、１周約６００ｍのコースを２人

で協力して１周する。ゴールした選手はゼッケン番号、氏名を申告し、計測チッ

プを返却して記録担当者に確認を受ける。どのような割合で泳いでも良いし、２

人で一緒に６００ｍを泳いでも良い。浮具の利用を認める。完泳した全ての家族

を表彰する。着順、タイムでの表彰は行わない。副賞は完泳したチームの中から

抽選で配布する。 

 

(7) ６００ｍ×４リレーの部 

募集定員 ４名からなるチーム５０組 

参加費 ６，０００円 

競技受付 １１時５０分～１２時５０分 （大会会場受付デスク・時間厳守） 

体操・ウォームアップ・競技説明 １３時２０分～１３時４０分 

競技スタート １３時５０分の予定 （一斉スタート） 

制限時間 ８０分 

計測方法 第１泳者はプール内に設けたスタートラインから一斉スタートし、１周約６００ｍの

コースを１周して指定ゾーンで待つ第２泳者にハンドタッチして２泳がスタートす

る。同様に３泳、４泳へと引継ぎ、ゴールした４泳の選手はゼッケン番号とチーム

名を申告し、計測チップを返却して記録担当者に確認を受ける。ランキングは総

合で作成する。 

 

【受付時間】 複数種目にエントリーされた場合の受付は柔軟に対応いたします。 

 

【表彰】 

 個人種目は男女別総合１位～６位までを表彰する。 

 ６００ｍ×４リレーは総合１位～３位までを表彰する。 

 家族リレーは完泳チームすべてを表彰する。 

 

【競技規則】 

 ＮＯＷＳ競技ルールにて実施し、上記の東京サマーランド大会特別ルールを適用する。 

 

【安全対策】 

 ＮＯＷＳ安全マニュアルに従い、安全対策を実施します。 

 ライフガードによる監視体制を取る。 

 医師または看護師１名を本部に配置する。 



 

【異議】 
競技の失格内容や成績等に異議のあるときは、そのレース終了後３０分以内に抗議書(受付に

あり)に内容を記載し、抗議料５，０００円を添えて受付に提出のこと。抗議書の内容を大会実

行委員会で検討し裁定する。又、抗議内容が承認された場合は抗議料を返金するが、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、問い合わせについては受付に申し

出ること。 

 

【キャンセルの取り扱い】 

 お支払い頂いた参加費はいかなる理由があろうとも返金できません。 

 ただし、大会２週間前までに事務局に申請があった場合には、他の NOWS 指定大会への振

替に応じます。キャンセルする種目の支払い金額を上限とし、差額の返金はおこないません。

差額の追加支払いによる振替は応じます。 

 

【その他】 

 大会の二次要項は大会２週間前を目処にＮＯＷＳ公式ＨＰ上にて公開いたします。 

 荒天等やむを得ない理由により、当日大会が中止になる場合があります。その際、参加費の

返還はいたしません。 

 大会会場は禁煙です。喫煙は東京サマーランド指定の喫煙所をご利用下さい。 

 貴重品預かりはしておりません。各自自己責任で管理をお願いいたします。 

 競技中、各役員への個別のお問い合わせは業務の支障になることがありますのでお控えくだ

さい。質問等は受付にて一括してお受け致します。 

 大会時に撮影した映像・写真等は、広報・宣伝活動などのため、主催者・主管がインターネッ

ト・各種メディアに掲載する権利を有します。 

 個人種目参加者には 1 人に１枚、大会記念 T シャツをプレゼントします。 

 大会参加申し込みと同時に限り、大会記念 T シャツを１枚１０００円にて販売いたします。１枚

では足りない方、リレーのみ出場の方、ご検討ください。 

 刺青・タトゥー等の入った人は東京サマーランドへ入場できず、大会にもご参加頂けません。 

 東京サマーランドでは園内の安全対策として、入園の際に手荷物検査及び金属探知機によ

る所持品の確認をさせていただいております。 

 持込禁止物品には、ビン・カン、刃物類等、またタイアが着いているキャリーカート類の持ち込

みはお断りさせていただいております。 

詳細：https://www.summerland.co.jp/newsline/detail.php?hid=17 

 

【エントリー方法】 

オンラインエントリーを MSPO エントリーにて行う。 



 

【エントリー期間】 

２０１８年３月１０日～８月３０日（締め切り厳守） 

 
【レイトエントリー】 

 今年度は原則としてレイトエントリーの受付は行いません。 

 大会振替には柔軟に対応しますので、参加する可能性のある方は事前申し込みをお願い致

します。 

 

【参加通知について】 

 大会の２週間前を目処に公式 HP 上にスタートリストを掲載し、参加通知は e-mail または FAX

などにてご連絡予定です。 

なお、この件に関しましては下記大会事務局へお問い合わせ願います。 

◆一般社団法人 NOWS 事務局  TEL 03-5751-4078（平日 ９：００〜１７：００） 

  info@n-ows.jp 

 

 

mailto:info@n-ows.jp

