
★会場★	

東京サマーランド			

〒197-0832	東京都あきる野市上代継600	Tel	:	042-558-6511	

	

東京サマーランド OWS 大会	会場案内図	

	

	
! 当日、朝 7 時より第 1駐車場をご利用頂けます。	

! 施設入場口脇の大会専用入場受付にて、同伴者のチケットを購入（お一人当たり500円）

し、サマーランド入場口を通って、アドベンチャーラグーン内のグレートジャーニーへ

とお進みください。	

! 東京サマーランドでは、入場者全員に対して手荷物検査を行っていますので、時間に余

裕を持って会場へお越しください。	

! 天候等による大幅な時間変更の可能性も考え、できるだけ開会式までにご集合ください。	

	

★アクセス	

http://www.summerland.co.jp/access/index.html	

	

電車でお越しの方	

■京王線・JR	中央線	 八王子駅からバスで約 30 分	

■JR	五日市線	 秋川駅からバスで約 10 分、タクシーで約 5分	

	

	

	

	

	

	



車でお越しの方	
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★表彰規程★	

(1) 個人総合は各種目 1〜3位に賞状、メダル、副賞、4〜6位に賞状、副賞を授与。	

(2) 個人種目のウェットスーツ着用はオープン参加(OPEN)とし、入賞対象にしない。	

(3) 招待選手も OPEN とし、入賞対象にしない。	

(4) リレーは総合 3位まで賞状、楯、副賞を授与。	

(5) 規程に記載が無い事項については実行委員長が判断し決定をする。	

	

	 賞状	 メダル	 楯	 副賞	

個人総合 1〜3 位	 ◯	 ◯	 ×	 ◯	

個人総合 4〜6 位	 ◯	 ×	 ×	 ◯	

リレー総合1〜3位	 ◯	 ×	 ◯	 ◯	

※いずれの種目も年齢別の表彰はございません。		

	

★その他★	

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ください。	

刺青・タトゥー（シール等も含む）の入った人は東京サマーランドへ入場出来ませんので、

大会にもご参加頂けません。	

	

詳細はこちらでご覧ください。	

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

	

★東京サマーランドOWS大会のレースについて★	

大会当日はどうすれば？	

1． 実行委員会からお送りしたハガキを必ずご持参ください。ハガキに記載されている、氏

名、出場種目、ゼッケン番号、Tシャツサイズをご確認ください。	

2． サマーランド入館口脇の大会専用入場受付で参加ハガキを提示し、選手用入園券をお受

けとりください。同伴の方は入場チケットを500円でご購入ください。	

3． 入場券を持ってサマーランドの入場口で手荷物検査を受け、アドベンチャーラグーン内

グレートジャーニー（流れるプール）へとお進みください。当日グレートジャーニーへ

は、選手および同伴者のみ入場できます。	

4． レースの受付は大会本部で行います。	

5． 本部受付前に健康チェック表・誓約書（表・裏）を用意してあります。選手は両面とも

良く読んで、必要事項を記入した後に、受付にハガキとともに提出してください。	

6． 大会プログラム、参加賞、番号付きのキャップ、計測チップを受け取り、ナンバリング

へお進みください。担当者がゼッケン番号を両腕にマジックで記載します。	

7． 天候等による大幅な時間変更の可能性も考え、できるだけ開会式までにご集合ください。	

8． 招集のアナウンスがありましたら、指定された招集場所へとお集まりください。全員で

体操およびウォームアップを行います。	

9． 競技および安全上の注意を説明しますので、話をよく聞くようにしてください。	

10． 招集後、スタート場所への移動時に人数の 終確認を行います。	

11． スタート1分前より入水を開始します。10秒前よりカウントダウンが始まり、ホーン

が鳴ったらスタートになります。スタートラインは、コースロープの内側(中央側)、コ

ースロープの終点が目印です。	



	

12． 距離に応じた周回数を泳いで頂きます。追い抜きをする人はコースの外壁側から抜

くようにしてください。	

13． 着順判定は水中にて着順判定員が行います。	

14． タイム計測は計測チップによりゴールラインにて行いますが、周回担当にゼッケン

番号の申告をして番号付きのキャップ、計測チップをご返却ください。このゼッケン申

告、キャップ、計測チップの返却をした時点でゴールとなります。泳ぎ終わったら終了

ではありませんので、ご注意ください。	

15． 複数のレースにご出場の場合、レース毎にゼッケン番号が変わりますので、次のレ

ースの招集までに必ずゼッケンを書き直してください。	

16． 650m×4リレーは水中にて引き継ぎを行います。 終泳者の方が個人種目同様にゼッ

ケンの申告、チップの返却をした時点でゴールとなります。	

17． レース途中で棄権をする場合、怪我や体調不良の有無にかかわらず、必ず本部にて

申告をしてください。泳者の人数把握にかかわりますので、必ず守るようにお願いしま

す。	

18． 各レース終了後、30分を目処に結果速報が受付場所付近に掲示されます。ご自分の

タイム、着順等をご確認ください。疑問点等がありましたら結果の確定前(掲示後30分

以内を目処)に大会本部までお伝えください。	

19． 表彰式はレース毎に随時行います。アナウンスがあるまでお帰りにならずにお待ち

ください。表彰式後より完泳証を受付にてお渡し致します。基本的には完泳証・賞状・

副賞などは郵送致しませんが、ご希望の方は有料にて承りますので、本部にお申し出く

ださい。	

20． 設置された給水ポイントでは、給水を行うことができます。受付時に配布するミネ

ラルウォーターだけでなく、ご自身でスポーツ飲料などの補給飲料を準備しても構いま

せん。	

21． 全種目、当日エントリーはできません。	

22． 各種目とも参加標準タイムが定められています。参加標準タイムを超えた場合、ま

た参加標準タイムまでに明らかにゴールできない速度で競技をしている場合には、基準

をもとに退水を指示することがあります。	

23． NOWSでは下記保険に加入しています。	

引受保険会社	 エース損害保険（株）	

取扱代理店	 エー・ビー・シー開発株式会社	 TEL03-3281-1168	担当:佐藤	

! 団体総合補償制度費用保険(WIZ)	往復途上なし	

		・死亡、後遺障害	1,000	万円	

		・入院(日額)	5,000	円	

		・通院(日額)	3,000	円	

※団体総合補償制度費用保険(WIZ)は、死亡・後遺障害、入院、通院の補償があり、

傷害及び特定疾病を補償します。	

入院限度日数は、180日以内の180日間、通院限度日数は、180日以内の90日間となり

ます。	

! 主催者(施設所有管理者)賠償責任保険	

		・対人賠償	 1 名につき	1	億円、1事故につき	3	億円	

		・対物賠償	 1 事故につき	1,000	万円	



東京サマーランド OWS 大会特別ルール	

いずれの距離においても、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。	

ドルフィンジャンプは東京サマーランド OWS 大会ではマナー違反とします。	

トイレ休憩の場合には指定された場所で入退水をすること。	

年代別表彰は行わない。	

	

650	m	×	4 リレー	

NOWS 競技ルールにて実施します。	

	

家族リレー	

高校生以下の学生(下限は設けない)と大人(大学生以上)からなる家族2名で1チームとしま

す。	

2 人で協力して 1 周 650m を泳いで頂きます。それぞれが泳ぐ距離の割合は問いません。ま

た、2人で一緒に 650m を泳いで頂いてもかまいません。	

完泳したすべての家族を表彰します。着順、タイムでの表彰は行いません。	

参加されたチームには抽選にて副賞が当たります。	

	

ジャンケン大会	

大会参加者（応援者を含む）全員に参加する権利があります。	

	

コースイメージ図	

	

	 	



NOWS 競技ルール	

1.	 FINA の OWS ルール(下記参照)を基本とし、以下の独自ルールを適用する。	

2.	 個人種目は男女別総合 6位までを表彰する。	

3.	 各大会において事前申し込み参加者総数が 300 名を超える場合には、個人種目の年

代別表彰を 5歳刻みで行う。	

4.	 300 名に達しない大会は 10 歳刻みで年代別表彰を行う。	

5.	 参加者は本人直筆の日付ならびに署名入りの参加誓約書を提出しなければならない。	

6.	 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(様式自由)を提出する

ことで大会に参加することができる。	

7.	 OWS 初参加者は集団泳又は事前練習会へ参加しなければならない。	

8.	 大会の特徴に応じて、大会特別ルールを適用することがある。特別ルールは大会要

項に明記する。	

9.	 大会要項で特に指定の無い限り、着順レースとする。ゴールを陸上に設置した場合

には、ゴール前にあらかじめ設けられた範囲において足が付き、上半身が水面よりも上がっ

た時点で着順が判断され、それ以降の追い抜きは失格とする。	

10.	 着用する水着に制限をしない。浮力のあるウェットスーツは原則として非推奨とす

る。	

11.	 安全面の配慮からブイやライフガード等へつかまっての一時的な休憩を認めるが、

ほぼ全身が水面から上がる形での休憩は失格とする。	

12.	 制限時間はあらかじめ大会要項で定められた時間とする。	

13.	 水温が 18℃以下または 32℃以上の場合は大会を実施しない。水温が 22℃以下の場

合には保温性のあるウェットスーツの着用を認める。ただし、OWS の大会または海練習等で

着慣れている体格にあったウェットスーツであること、及びウェットスーツ無しでも出場す

る種目の距離を完泳する泳力があることを条件とする。	

	

	 	



NOWS 主催事業	 東京サマーランド OWS 大会 2016	

大会要項	 抜粋	

	

【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	

	

	

【競技予定順】	

（当日の天候等の状況によって変更になる可能性があります。参考としてください。）	

	(1)	 １０ｋｍの部	

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	

	(2)	 ５ｋｍの部	

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	

	(3)	 ３ｋｍの部	

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	

	(4)	 １ｋｍの部	

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	

	(5)	 ジュニア６５０ｍの部	

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	 ２０分	

	(6)	 ６５０ｍ家族リレーの部	

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	

	(7)	 ６５０ｍ×４トーナメントリレーの部	

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	

	

【競技規則】	

l	 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】	

l	 ＮＯＷＳ安全マニュアルに従い、安全対策を実施します。	

l	 ライフガードによる監視体制を取る。	

l	 医師 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】	

l	 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。	

l	 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】	

l	 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。	

l	 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。	

l	 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ください。	

l	 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。	

l	 刺青・タトゥー（シール等も含む）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。	

l	 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。	

l	 個人種目参加者には一人１枚大会記念 Tシャツをプレゼントします。	

l	 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。	

	



NOWS 大会中止・中断基準	

1. 競技開始前に基準条件下であった場合には競技をスタートしない。	

2. 大会開催中に基準条件下になった場合には実行委員長の判断でレースを中断する。	

3. 基準に該当しない場合であっても参加者の安全確保に重大な支障が生じると実行委員長が判断した

場合にはレースを中断する。	

4. 中断の基準となる事象が解消された場合、競技再開は実行委員長が判断する。	

5. 中断から1時間経過後、中断基準が解消されない場合は、実行委員長判断により以後の競技は中止す

る。	

6. 大会前日１８時の時点で、大会開催中に大会中断基準に該当することが明白である場合は、実行委

員長の判断により大会を中止する。	

	

NOWS 大会中止・中断判断基準	

イ) 風速8m/秒以上	

ロ) 波高1ｍ以上	

ハ) 水温18度以下	

ニ) 視界	 2ｋｍ以下	

ホ) 地震、津波、波浪、暴風等警報が発令された場合	

ヘ) 大会開催に影響のある注意報が発令されており、今後解除の見込みが無い場合	

ト) 雷鳴、閃光いずれかを感知した場合	

チ) 鮫や、毒を持つくらげ・エイなど、危険生物が出現した場合	

リ) 警察、消防等の行政組織より中断・中止の指示があった場合	

	

（参考）自然環境下で実施する NOWS 主催 OWS 大会でのアドバイス・退

水勧告・退水指示・退水命令に関するルール	

	

個々の選手の生命を守るとともに、選手全体の安全を守るため、自然環境下で実施する OWS 大会では下

記の基準でアドバイス・退水勧告・退水指示・退水命令を行います。	

	

（１）アドバイス	

ライフガードが下記のいずれかの状態にある選手を認識したら、該当選手の泳ぎを止めてアドバイスと

体調確認を行います。	

l	 明らかにコースを外れた方向に泳いでしまっている。	

l	 明らかに標準時間でゴールできないペースで泳いでいる。	

l	 泳ぎ方が不自然である。	

l	 泳ぎ方・ペース・泳ぐ方向のいずれかが急に変わった。	

l	 苦しそうに泳いでいる。	

l	 他の選手を妨害し、他の選手の安全に支障がおきている。	

	

（２）退水勧告	

アドバイスを複数回受けても改善が見られない場合、ライフガードは退水勧告カードを提示して、途中



棄権の要請を行います。選手はご自身で継続か棄権かの判断ができますが、二度目の勧告を受けても継

続を選択すると下記にある退水命令がだされる可能性があります。	

	

（３）退水指示	

アドバイス時に目がうつろである、声掛けへの応答が鈍いなど、生命に影響がありそうな反応であった

場合には、ライフガードがそのまま身柄を確保し、ジェットスキー隊が退水指示カードを提示し、審判

長の許可を得て退水措置を行います。選手は必ず指示に従ってください。	

	

標準時間の半分の時間を過ぎた時点より、半分の距離まで到達できていない選手に対しては後方の選手

より順次退水指示カードが提示され 寄りのブイまで泳ぐか、その場で退水するかを判断して頂きます。

ただし、 寄りのブイが後方の場合には、その場で退水を指示し、審判長の許可を得て退水措置を実施

します。選手は必ず指示に従ってください。	

	

標準時間の 15 分前より、標準時間以内にゲートブイに到達できる見込みが無いと判断される選手に対し

ては、後方の選手より順次退水指示カードを出して、退水措置の手続きを進めていきます。選手は必ず

指示に従ってください。標準時間内に、または退水指示を受けるより前に、ゲートブイに到達できれば

そのままゴールまで泳ぐことを認めます。	

	

（４）退水命令	

ライフガードの退水指示に従わない・暴言・暴力・威嚇など、大会運営全体に支障が出る行為を行った

場合には、審判長から出される強制退水命令のもと、選手の意図に反する強制退水を実施することがあ

ります。なお、該当競技者は強制退水命令時点で大会出場資格停止処分となり、NOWS 理事会での承認が

下りるまで NOWS 主催の大会に出場できません。	

	

	


