2020年1月吉日

第36回 コナミオープン 水泳競技大会 二次要項
参加クラブ数 261団体 参加人数

男子 505名・女子 407名 計 912名

１．競技について
（１）本競技会は、2019 年度(公財)日本水泳連盟競泳競技規則に則り実施する。
（２）予選の組合せは、競技規則第 3 条 4 項（３）混合分け方式により、10 レーンで実施する。
予選競技では、競技成立後は水中で待機し、次の競技開始後、プール横より退水すること。
（３）決勝は予選の結果上位 8 名で行う。なお棄権者が出た時は、次点上位より順次出場権を与える。
（４）決勝進出者を除く小学生・中学生・高校生の各上位８名で、学種別決勝を行う。なお棄権者が出た
時は、次点上位より順次出場権を与える。
尚、エントリー者が８名に達しない種目は、予選により順位を決定し、決勝は行わない。
（５）スイムオフは行わない。決勝進出は、同記録で予定人員を超えた場合、抽選を行う。
（６）補欠が同記録で複数いる場合は、抽選を行う。補欠は２名とする。
（７）800ｍ以上の競技は、タイムレース決勝とし、最終組は決勝の時間に行う。
最終組に棄権が出た場合は組み替えを行う。
（８）招集は競技開始 20 分前から行う。本人確認のため招集所には、ＡＤカードを持参すること。
招集の際に水着の確認を行う。
（９）予選を棄権する場合は、所定の用紙に記入し、当日の８時 30 分までにコンピュータールーム
に届け出ること。
学種別決勝・決勝を棄権することはできない。やむなく棄権する場合は、その予選競技終了後すみやかに
所定の用紙に記入し、プールサイド本部席に提出し、審判長の確認を得ること。
（10）学種別決勝および決勝の競技成立後は、プール横から退水すること。
（11）ゴールタッチはタッチ板の有効面に確実にタッチすること。
（12）選手の紹介は、予選は組のみの紹介、学種別決勝は各レーンで紹介、決勝は入場ボード前で紹介を行う。
選手は氏名・所属名の紹介を受けてから入場すること。
（13）本大会は、エリア別に入場制限があるので、常にＡＤカードを携行し、制限区域へ入場の際は、首
から掲げ係員に提示すること。
２．全体スケジュール
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※ ２月 15 日（土） 13 時 10 分～ 開始式 （予定）
※ ２月 16 日（日） 18 時 10 分～ 閉会式 （予定）
３．表彰について
（１）決勝・学種別決勝において各種目１位～３位はそのレース終了後、表彰エリアにて表彰式を行い
メダルを授与する。４位～８位に賞状を授与する。
※エントリー者が 8 名に達しない種目の表彰は、各種目の学種別決勝後の時間に行う。
（２）決勝・学種別決勝により、小学生・中学生・高校生の各区分の順位を決定する。
（３）小学生・中学生・高校生が決勝進出した場合、決勝で学種別順位を決定し、学種別決勝ではそれ以
下の順位を決定する。
（４）賞状は、チーム代表者が、１階レストラン側入口「賞状受け渡し所」で受け取る事とする。
（５）決勝・学種別決勝の結果により、男女最優秀選手・男女学種別優秀選手を選出し、閉会式にて表彰
を行う。尚、閉会式に出席できない場合は、対象外とする。
４．プールの使用について
（１）メインプール
・水深は 2.0ｍ、水温は 27.5 度に設定する。
・朝の練習は、８時 45 分までとする。
・公式スタート練習は、０・１レーンで、８時 15 分から８時 45 分まで行う。

スタート側からの一方通行とする。人数によりレーンを増設する場合がある。
※前日練習日 14 日（金）は、16 時 30 分から 17 時 15 分の間実施する。
・公式スタート練習の代理人による順番待ちは禁止する。
・５レーン、６レーンは、招待選手専用レーン、９レーンはペースレーンとする。
・パドル・コード類の使用は禁止する。
（２）サブプール（ダイビングプール）
・水深は 1.2ｍ～1.4ｍ、水温 28.0 度に設定する
・サブプール１レーンを招待選手専用とし、２・３レーンは女子選手、５・６レーンは男子選手、
４レーンをペースレーンとして 400ｍ以上の専用アップレーンとする。
・飛込みを厳禁する。７レーンのみコーチの管理下においてスタート練習が出来る。
・ホイッスルの使用を禁止する。
・ダイビングプールの使用は招待選手及び、決勝時のクールダウンのみ使用できる。
・サブプール、ダイビングプール共に前日（14 日）は使用できない。
５．水泳場の使用について
（１）本年より観覧席は全席有料（観戦チケットの概要は以下のＵＲＬにてご確認ください）となります。
https://konamiopen.jp/news/ticket.html
（２）14 日の入退場は、１階レストラン側入口のみとする。
15 日・16 日の開門時の入退場は２階正面入口とする。
※一般との区別の為、ＡＤカードは必ず携行し、首から掲げて提示すること。
15 日・16 日の１階レストラン側入口は、７時 40 分から入退場できる。
一般の入退場は、15 日・16 日両日午前 8 時とし 2 階正面入口のみとする。
（当日の観覧席チケットは 7 時 30 分から販売）
（３）14 日（前日）は観覧席、サブプール、ダイビングプールの使用はできない
（４）選手席・監督席・コーチ席および一般席は、エリアを指定する。動線を守ること。
（５）
「競技会場においての商業ロゴマーク等についての取り扱い規定」を厳守すること。
（６）選手・監督・コーチエリアには、一般は入ることは出来ない。
（７）更衣室のロッカーは使用できない。更衣のみに使用し、控え場所にはしないこと。
※置き荷物は、忘れ物として扱う。また、競技会終了後、残った忘れ物は１週間で処分する。
※忘れ物に関する問い合わせ先、コナミオープン水泳競技大会事務局 担当 小保根（こぼね）
電話:03-6867-0924 FAX：03-5460-1721 平日 10:00-17:00
６．注意事項、その他
（１）全ての競技者は競技終了後、予選・学種別決勝・決勝を問わずミックスゾーンを通り退場すること。
（２）公式掲示板を、サブプールに設ける。
（３）観覧席での撮影は自由としますが、競技役員より指示を受けた場合はその指示に従ってください。ただし、プール
サイドでの撮影は禁止とします（プレミアムシートは除く）。また、不審な人物を確認した場合は、警備員・競技役員
へお知らせください。競技会において、参加選手または関係者が私的に撮影した動画や画像をＳＮＳおよび
ＷＥＢサイトやその他の公な場所に公開するためには、必ず各権利者の許諾を公開者が受けるように
お願いします。会場ＢＧＭをそのまま使用すると著作権の侵害となりますので注意してください。
また、撮影者が公開した場合のトラブルについては、主催者側は一切責任を負いかねます。
（４）客席を含む会場内に、主催者やテレビ局の収録用カメラが入る可能性がございます。また、収録した
映像や写真は、放送・配信・複製・頒布等を行う場合がございますので、予めご了承ください。
（５）水着及び身体へのテーピングは禁止する。但し治療目的の場合は審判長の許可を得ること。
（６）盗難防止のための貴重品の保管については各チームの責任において管理すること。
（７）15 日(土)・16 日（日）にインフォメーションにてプログラムを販売する１部 1,500 円。
決勝スタートリスト１部 200 円。
（８）15日（土）16日（日）両日、ＢＳ朝日にてテレビ放映を行う。ＢＳデジタル５チャンネルにて、
16:00～17:55、放送予定。
（９）予選のみ、コナミオープン特設サイト「http://www.konamiopen.jp/」でLIVE配信を行う。
決勝はオンデマンドで配信予定。
（10）競技結果を、コナミオープン特設サイト（http://www.konamiopen.jp/）、にて確認することができる。
（11）チーム受付は、１階レストラン側入口にて行う。ＡＤカード・参加賞・事前申込済プログラムを受け
取りください。
14 日 14:30-18:30 15 日７:30-18:30 16 日７:30-12:00
(12) 15 日・16 日 ２階エントランスホールにてお弁当を販売致します。是非ご利用ください。

第 36 回コナミオープン水泳競技大会 KONAMI OPEN 2020
参加クラブ・保護者各位

今年度の大会より、観客席での観戦の際は、チケットの購入が必要となります。
参加クラブより、出場選手のご家族、関係者へ必ず本内容をご案内及び配布いただけます
よう宜しくお願い申し上げます。
チケットは、以下の内容で販売しております。尚、当日販売の場合は、500 円増となります。

大 会 名 ： 第 36 回 コナミオープン水泳競技大会 KONAMI OPEN 2020
期
間 ： 2020 年 2 月 15 日（土）、16 日（日）
開場 8 時 00 分～
開始 9 時 00 分～
場
所 ： 東京辰巳国際水泳場
一般発売 ： 2020 年 1 月 12 日（日） 10 時 00 分～
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コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会
公益財団法人 東京都水泳協会
公益財団法人 日本水泳連盟
株式会社 テレビ朝日
スポーツ庁・東京都・一般財団法人 上月財団
コナミスポーツ株式会社

■チケット料金（税込）
プレミアムシート

※限定 20 席

¥4,000

※限定 33 席

¥2,500

指定席

最前列シート

自由席

大人

¥1,500

幼小中

¥1,000

※プレミアムシート：バックヤードツアー、プログラム、オリジナルパス付。
※プレミアムシートのお客様は、飛込プール横で行う表彰式の様子をモニターでご覧いただけます。
※3 歳未満無料（但し、席を占有する場合はチケットが必要となります）
※前売りで完売した席種の当日券販売は行いません。
※当日券はすべて 500 円増となります。
※ 再入場可能です。ただし、自由席において、長時間にわたり座席を確保した上で、席を外すこ
とはご遠慮ください。
※ 客席を含む会場内に、主催者やテレビ局の収録用カメラが入る可能性がございます。また、収
録した映像や写真は、放送・配信・複製・頒布等を行う場合がございますので、予めご了承くださ
い。

■座席図面

■販売所
キョードー東京

0570-550-799
http://www.kyodotokyo.com

チケットぴあ

0570-02-9999(P コード：845-158)
https://w.pia.jp/t/konamiopen/

ローソンチケット

0570-084-003（L コード：33419）
https://l-tike.com/sports/konamiopen/

e+

https://eplus.jp/konamiopen/

■チケット全般お問い合わせ
キョードー東京 0570-550-799

