
2021年 10月 13日 

第 97回日本選手権水泳競技大会 OWS競技  

兼 2022 年 ＯＷＳ全豪選手権大会代表選手選考会 

監督者会議資料 

 

 

■監督者会議  

日時 ： 2021年 10月 15日（金） 17：00（16：45から Zoom入室可能） 

（１）本会議はオンライン会議（Zｏｏｍ）にて実施する。 

（２）Zoom会議URL 

  https://us02web.zoom.us/j/84651440573?pwd=VnU0RFllbjVFMkpSeGNMOVd1T2xrZz09 

ミーティング ID: 846 5144 0573 

パスコード: 949929 

（３）Zoom会議参加は、各所属（チーム）から 1名のみの参加とする。 

（４）Zoom会議入室時、登録団体番号＋所属（チーム）略称が表示されるよう入力して参加すること。また、

ミュートで参加すること。 

（５）事前に二次要項（10月 1日公開）および本資料を HPからダウンロードし確認しておくこと。 

   日本選手権OWS2次要項 20211001.pdf (swim.or.jp) 

  ※予めオンライン会議アプリ「Zｏｏｍ」をインストールしておくこと 

（６）質問等がある場合には、事前に事務局までメールで申し込むこと 

  メール送付先： jasf.ows.referee@gmail.com 

  メール送信期限：2021年 10月 15日（金） 14：00 

 

■監督者会議 式次第 

・挨拶  （公財）日本水泳連盟OWS委員長 原 怜来 

  （一社）高知県水泳連盟理事長  堤 知之 

・大会概要等 審判長 （公財）日本水泳連盟OWS委員会 立山 雄一 

・本競技会におけるドーピング検査について 

  （公財）日本水泳連盟アンチ・ドーピング委員会 奥田 鉄人 

・代表選手選考 （公財）日本水泳連盟OWS委員長 原 怜来 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/84651440573?pwd=VnU0RFllbjVFMkpSeGNMOVd1T2xrZz09
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9OWS2%E6%AC%A1%E8%A6%81%E9%A0%8520211001.pdf
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9OWS2%E6%AC%A1%E8%A6%81%E9%A0%8520211001.pdf


 

■競技について 

本競技は「（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」（以下「OWS競技規則」）に則り実

施する（一部、ローカルルールを適用する）。 

 

第 97回日本選手権水泳競技大会OWS競技 コース図 

 

 

 

競技コース：ポンツーンスタート 

16日 10ｋｍ（約 1.25ｋｍ × 8周回）、すさきOWS10ｋｍと併催（男子 15名、女子 0名） 

17日  5ｋｍ（約 1.00ｋｍ × 5周回） 

          各競技で泳者が最終周回に入る際にポンツーン上の第 4ブイ付近より振鈴を行う。 

      SEIKOラップゲートは、ポンツーンエリア先端付近に設置する。 

 

※本大会は、すさきオープンウォータースイミング 2021 と併催である。 

  運営方法・動線等が異なるので十分に注意して参加すること。 



■受付場所と競技会場 

受付場所（カヌー場）と競技会場（シーパーク大島）は異なるので注意すること 

 選手・給水コーチ・付添者は、受付場所（カヌー場）にて必ず受付をすること。 

 競技会場（シーパーク大島）には駐車場がない。受付場所（カヌー場）と競技会場（シーパーク大島）の移

動は巡回バスを使用すること。 

 受付場所住所：須崎市立スポーツセンター・カヌー場  

〒785-0162 高知県須崎市浦ノ内東分 2269-4 

  

選手受付 

カヌー場 

駐車場 



■選手（給水・付添コーチ）受付 

・出場大会当日（16日・17日）は受付場所（カヌー場）で下記を行う 

① 検温 → ②受付 → ③更衣 → ④バス乗車（競技会場へ移動） 

 受付時間 

 10/16（土）10：00～11：00 

 10/17（日）12：00～12：30 

 

① 検温について 

 ・検温場所にて消毒と検温を済ませ、「健康チェック表（選手監督用）」を 1 人 1 枚提出する。(毎日提出） 

 ・検温済みのリストバンドを手首に装着する（選手は ADカードへの装着を認める）。 

  ※事前に下記のどちらかをダウンロードし、必要事項を記入しておくこと。 

ＯＷＳ-日本選手権_健康チェック表（選手・監督用）.docx (live.com) 

ＯＷＳ-日本選手権_健康チェック表（選手・監督用）.pdf (swim.or.jp) 

② 受付について 

・受付にて ADカード等を配布する。 

・選手受付の際は、「ＯＷＳ健康チェックシート」を提出すること。 

  ※事前に下記のどちらかをダウンロードし、必要事項を記入しておくこと。 

②健康チェックシート_日本選手権_-211001.doc (live.com) 

＜健康チェックシート＞ (swim.or.jp)  

・選手受付の際は、「誓約書」を提出すること。 

  ※事前に下記のどちらかをダウンロードし、必要事項を記入しておくこと。 

③誓約書.doc (live.com) 

③誓約書.pdf (swim.or.jp) 

・「選手受付表」「給水担当受付表」（チーム受付バックの中に同封）は必要事項を記入のうえ各チェックを

受けること。なお、各チェックはスタンプラリー形式とするので、競技役員の指示に従い、全チェック項目

に検印を受けること。給水コーチは給水竿のチェックを受けること。 

・ナンバリングシール貼付は各自でおこなう。 場所と向きに注意しながら貼ること（肩は水着にかからな

いようにする）。ナンバリングシール裏面の貼り方に従うこと。ナンバリング貼付のためのスポンジ（セ

ームでも可）は、各自用意すること。 

  ※貼り付け強度を増すコツは、完全に乾いた状態のまま、シールを強く肌に圧着することである。 

   このとき水は一切使ってはならない。水（スポンジ）を使うのは、白い台紙を取り除くためだけの作業 

   であり、貼り付けるためではない。 

③ 更衣について 

・水着への更衣は受付場所（カヌー場）で行うこと。競技会場（シーパーク大島）での競技開始前の更衣は

できない。 

  男子・女子で更衣の建物が異なるので競技役員の指示に従うこと。 

  なお、競技終了後の更衣は競技会場（シーパーク大島）となる。 

④ バス乗車（競技会場へ移動）  

 ・競技会場（シーパーク大島）への移動は必ず巡回バスを使用すること。（移動時間 10分間） 

 ・密を避けるため、競技役員による指示に従うこと。 

  カヌー場出発予定時間 

10/16（土）10時： 10分、20分、40分、50分 

             11時:： 10分、20分、40分、50分 

10/17（日）12時： 10分、20分、30分、40分、50分 

             13時:： 00分 

 ※5ｋｍのみ参加選手が、10/16（土）の公式練習に参加する際には、カヌー場へ戻るバスが限られ

るので注意すること。 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.or.jp%2Ffwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%25EF%25BC%25AF%25EF%25BC%25B7%25EF%25BC%25B3-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E9%2581%25B8%25E6%2589%258B%25E6%25A8%25A9_%25E5%2581%25A5%25E5%25BA%25B7%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A7%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E8%25A1%25A8%25EF%25BC%2588%25E9%2581%25B8%25E6%2589%258B%25E3%2583%25BB%25E7%259B%25A3%25E7%259D%25A3%25E7%2594%25A8%25EF%25BC%2589.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.or.jp%2Ffwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%25EF%25BC%25AF%25EF%25BC%25B7%25EF%25BC%25B3-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E9%2581%25B8%25E6%2589%258B%25E6%25A8%25A9_%25E5%2581%25A5%25E5%25BA%25B7%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A7%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E8%25A1%25A8%25EF%25BC%2588%25E9%2581%25B8%25E6%2589%258B%25E3%2583%25BB%25E7%259B%25A3%25E7%259D%25A3%25E7%2594%25A8%25EF%25BC%2589.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%EF%BC%AF%EF%BC%B7%EF%BC%B3-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9_%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A1%A8%EF%BC%88%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%83%BB%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%EF%BC%AF%EF%BC%B7%EF%BC%B3-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9_%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A1%A8%EF%BC%88%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%83%BB%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.or.jp%2Ffwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%25E2%2591%25A1%25E5%2581%25A5%25E5%25BA%25B7%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A7%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588_%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E9%2581%25B8%25E6%2589%258B%25E6%25A8%25A9_-211001.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.or.jp%2Ffwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%25E2%2591%25A1%25E5%2581%25A5%25E5%25BA%25B7%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A7%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588_%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E9%2581%25B8%25E6%2589%258B%25E6%25A8%25A9_-211001.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%E2%91%A1%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9_-211001.pdf
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%E2%91%A1%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9_-211001.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.or.jp%2Ffwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%25E2%2591%25A2%25E8%25AA%2593%25E7%25B4%2584%25E6%259B%25B8.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fswim.or.jp%2Ffwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%25E2%2591%25A2%25E8%25AA%2593%25E7%25B4%2584%25E6%259B%25B8.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%E2%91%A2%E8%AA%93%E7%B4%84%E6%9B%B8.pdf
https://swim.or.jp/fwp/wp-content/uploads/2021/09/%E2%91%A2%E8%AA%93%E7%B4%84%E6%9B%B8.pdf


   競技会場（シーパーク大島）出発予定時間 

    10/16（土）13時： 00分、10分、40分、50分  

      15時： 30分～10ｋｍ選手使用バスに乗車（10分～20分ごとのピストン輸送） 

・出場大会前日（16日に 5ｋｍの公式練習を行う選手のみ対象）は受付場所（カヌー場）で下記を行う 

① 検温 → ②受付 → ③更衣 → ④バス乗車（競技会場へ移動） 

内容は上記の「大会当日」に準じる。ただし、②受付の「選手受付表」「給水担当受付表」のチェックはしな

い。 

 受付時間は下記のとおり 

 10/16（土）10：00～11：00 

 

選手受付会場（カヌー場） 

 

 

 

  



■選手（給水・付添コーチ）待機 

・競技会場（シーパーク大島）では、巡回バスを下車したら選手待機場所まで移動すること。 

・競技会場では、会場外（道路）に出ないこと。 

・奥の石階段側から使用していくこと 

 選手待機場所は、すさき OWS選手と共用である。先行して開催されるすさき OWS参加選手の荷物があ

る場合には、その場所を避けること。 

 

選手待機場所（シーパーク大島） 

 

選手待機場所拡大 

 

  

奥の石階段側から使用していくこと 

選手待機場所 拡大 すさきＯＷＳ 

専用エリア 



■公式練習 

・公式練習の入水時には ADカードを公式練習入退水受付に提出すること 

・公式練習の退水時には ADカードを公式練習入退水受付から回収すること 

・公式練習時間およびエリア  

10/16（土）11：30～12：30（12：20退水） 

   第 2ブイ⇔第 3ブイの往復エリアとする。 

   すさき OWS10ｋｍ選手も同じエリアを使用するので譲り合って練習すること。 

  なお、第 1ブイ⇔第 4ブイの往復エリアは、すさきオープンウォータースイミング 2021（5ｋｍ、3ｋｍ、1

ｋｍ）の選手用なので使用しないこと。 

  10/17（日）13：00～13：30（13：20退水） 

   第 1ブイ⇔第 4ブイの往復エリアとする。 

   ただし、13:00スタートに限り、ライフセーバーとともに集団での第 1ブイから第 4ブイまでの周回を認

める。 

・ライフセーバーの指示に従うこと 

 公式練習場所（シーパーク大島） 



■第 2招集 

・招集場所に時間までに集合すること 

 10/16（土）12：45 

 10/17（日）13：45 

・身につけているものを入れるために、受付時に配布する袋を持参すること。 

・マスクはスタート時に廃棄するものを装着すること 

・スタートポンツーンへの移動は競技役員の指示に従うこと。 

 

■スタート 

・スタートポンツーン上で装着しているマスクを競技役員の指示に従い廃棄すること。 

・選手ナンバー順にポンツーン上に並ぶこと。 

・身につけているものは受付時に配布した袋に入れてポンツーン上に置いておくこと。なお、この袋は選手

がスタートしてから第 2招集場所に競技役員が移動する。 

・すさきOWS10ｋｍ選手も同時にスタートする。 

 

 第 2招集・スタート場所（シーパーク大島） 

 

 

  



■給水コーチのスタートポンツーン入場 

・選手がスタートポンツーンに移動したら第 2招集場所に集合すること 

・スタートポンツーン入場は、選手スタート後に選手の荷物を回収してから、男女同時に選手ナンバー順に

移動を開始する。給水場所は給水エリア内の任意の場所とするが、お互いに譲り合うこと。 

・選手が最終周回に入ったら給水コーチはスタートポンツーンから退場すること。 

・すさきOWS10ｋｍ選手の給水エリアには立ち入らないこと。 

10／16 給水場所（シーパーク大島） 

 
 

■フィニッシュおよび途中退水 

・フィニッシュしたら速やかにスタートポンツーンにあがり、配布マスクを受け取り、ADカードを回収するこ

と。マスク装着は呼吸が整ってからで良いが、トランスポンダーを返却するまでに装着すること。 

・フィニッシュしてからスタートポンツーンに移動する際には、周回遅れの選手と交錯しないよう十分注意す

ること 

・途中退水する場合には、スタートポンツーン上の救護テントでマスク装着・問診等を経てから、ADカードを

回収しトランスポンダーを返却すること。 

 

10／16 フィニッシュおよび途中退水場所（シーパーク大島） 

 

 

 

  



■更衣および受付場所（カヌー場）への移動 

・更衣は競技会場（シーパーク大島）の更衣室を使用すること。 

・巡回バスには更衣してから乗車し、座席を濡らさないようにすること。 

・受付場所（カヌー場）への移動は必ず巡回バスを使用すること。（移動時間 10分間） 

・巡回バスは、競技終了約 30分後から 10分ごとのピストン輸送で出発予定 

 

 

  



■津波時の緊急避難場所 

・地震が発生し津波警報等が発令された場合には、各自が競技役員の指示に従いながら避難場所に避難

すること 

（坂内カヌー場） 

 

（シーパーク大島） 

 

 

  



■本資料にて追加説明されていない事項については、二次要項（10月 1日公開）記載の内容を

確認しておくこと。 

■荒天時の対応 

■ラップゲート 

■表彰 

■感染症拡大防止について 

■その他 

  



■本競技会におけるドーピング検査について 

本競技会におけるドーピング検査について 

アンチ・ドーピング委員会 

 

・ 本競技会では FINAルールに則って JADAによるドーピング検査が行われます。 

・ JADA ではドーピング検査における新型コロナウイルス感染症対策を、世界アンチ・ドーピング機

構のガイドラインに則り実施されます。 

・ 特定の競技に限らず、出場する競技者は全員が検査対象になる可能性があります。 

・ 検査対象に選ばれるとシャペロンや DCO と呼ばれる検査員から「○○選手ですね、ドーピング検

査の対象になりました」と通告があります。クールダウンや表彰式などを優先してかまいませんが、

通告後は可能な範囲で速やかに検査室に向かうようにして下さい。 

・ 尿検査または血液検査またはその両方が実施されます。詳細は通告時に説明されます。 

・ 18歳未満の競技者は通告の時点から、必ず成人の同伴者（コーチ、監督、トレーナー、チームメ

イト、家族など）を１名付けて下さい。18 歳以上の競技者でも、同伴者を１名付けることが出来

ます。 

・ 2021年から 18歳未満の競技者に対する親権者の同意書は JADAが直接取得することに変わ

りました。検査時に同意書の提示を求められますが、事後の郵送も受け付けています。過去に 1

度でも提出していれば繰り返しの提出は不要です。詳しくは検査時に JADA 検査員にお尋ねく

ださい。 

・ 競技終了後は速やかに AD カードを受け取ってください。多くの通告はこの AD カード返却の際に

行われます。 

・ 特に競技終了直後や団体競技では AD カードの返却場所が混み合いますが、正確でスムーズ

な通告を行うためにも、ソーシャルディスタンスに注意して AD カードは本人が自分のものだけを持

っていくようにしてください。 

・ 検査室に入った後も、用事があれば一時的な退室が可能です。検査終了前の一時退室にはシ

ャペロンや検査員の付き添いが必要になりますので、競技者だけで検査室を離れないで下さい。 

・ 検査に時間がかかっても、検査未了のまま検査を拒否することは出来ません。 

・ 検査室は医薬品の使用の可否を質問する場所ではありません。日本水泳連盟ホームページの

「薬の相談窓口」から問い合わせるなど、事前に対策をして下さい。 

 

 

  



 

 

■代表選手選考について 

2022 年 ＯＷＳ全豪選手権大会代表選手選考会について 

 

■ドーピングコントロールについて 

チーム受付にて配布の資料を確認しておくこと。 

 

■LIVE配信について 

第 97回日本選手権大会ＯＷＳ競技は YouTube LIVE配信する。 

YouTube日本水泳連盟公式チャンネル 

 

■大会結果配信について 

第 97回日本選手権大会ＯＷＳ競技は QRコードで配信する。 

 

■水温測定立ち合い募集について 

競技会前に水温測定を実施する。立ち合いに協力いただけるコーチ（各日程 1名）は事前に事務

局までメールで連絡ください。 

   10/16（土）11：00 

   10/17（日）12：00 

 

  メール送付先： jasf.ows.referee@gmail.com 

  メール送信期限：2021年 10月 15日（金） 14：00 

 

■質問についての回答 

本大会についてメールでの質問がある場合には、この場で回答する。 

質問方法は 1ページ目を参照すること。 

 

以 上 

https://www.youtube.com/channel/UClLyhI4E7BF3MmPREE9wMEg

