
BiwakoCrossSwim2022
Swim Across Adogawa to Hikone

協力：近江八幡市沖島の漁師の皆さま
　　　オーパルオプテックス株式会社
　　　滋賀県立 びわ湖こどもの国
　　　ウエストレイクトライアスロンクラブ
　　　トライアスロンチーム　SHARK'S

協賛：天然醸造マルイ醤油　岩佐商店
　　　かんぽの宿　彦根

共催：一般社団法人 滋賀県トライアスロン協会
　　　

主催　びわ湖横断リレー水泳大会実行委員会
主管　NPO法人 BIWAKO SPORTS CLUB

後援：滋賀県
         彦根市
　　　高島市教育委員会
　　　公益財団法人　滋賀県スポーツ協会
　　　一般社団法人　彦根市スポーツ協会
　　　一般社団法人　高島市スポーツ協会
お問合せ　090-3894-2956（中村）
　　　　　090-3651-7517（仁井田）
メール　　　　shark-s@mx.biwa.ne.jp
ホームページ　www.biwa.ne.jp/~shark-s/

日本最大の湖「琵琶湖」を６人１チームで横断する、
リレー形式の淡水オープンウォータースイムです。

西の安曇川から東の彦根へ直線距離で１６ｋｍ、
最深部では水深約104mの湖上を横断します。

プールのようにコースロープもなければ、
底に見えるレーンもありません。

見えるのは仲間の応援、聞こえるのも仲間の応援。
地図で見ればちっちゃいけれど、

見ても泳いでも大きく広い琵琶湖です。
雄大な「自然」への「挑戦」

するなら「今」です。
湖岸清掃活動と、「湖上ごみ」の清掃も行います。
母なる琵琶湖「マザーレイク」への感謝を込めて。

・滋賀県の面積 …………………… 4,017.36k㎡  
・琵琶湖の集水域の面積 ………… 3,174k㎡ 
・琵琶湖の大きさ 
　・南北の延長 …………………… 63.49km 
　・最大幅 ………………………… 22.8km 
　・最小幅 ………………………… 1.35km 
　・琵琶湖の湖岸線の延長 ……… 235.20km 　　
　・面積 …………………………… 670.25k㎡ 
　　　　　　　　　　（面積比　 南湖：北湖 = 1：11）
・琵琶湖の水深 
　・南湖の平均 …………………… 約4m 
　・北湖の平均 …………………… 約43m 
　・全体の平均 …………………… 約41.2m 
　・最大深 ………………………… 103.58m

安曇川

彦根
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・・・2022年8月28日(日)

・・・・・・・・・・日本一の淡水湖

・・・・・・・・・・・距離への「挑戦」

・・・・・・・・・・・チームの「団結」

・・・・・泳ぐ「喜び」



●競技の説明
　①彦根港にて開会式終了後、参加チーム数の半分のサポート船に
　　全員乗船しスタート側の安曇川沖まで移動します。（約30分）
　②安曇川沖合い到着後、残りの半分のサポート船を含めてチーム別
　　に分乗します。
　③第１泳者は沖合いより安曇川湖岸まで泳いで上陸します。
　　（200ｍほどありますが、船舶進入禁止のため）
　④スタートはスターターの合図によります。陸上からのスタートです。
　⑤船舶は安全のため泳者から5～10ｍ離れた位置で並んで進みます。
　⑥湖上には、コースロープ・ブイ・その他標識となるものは一切あり
　　ません。その為乗船の選手・サポートの方は泳者を誘導して下さい。
　　泳ぐ方向・残り時間など指示されると泳者も安心できます。
　⑦交代後の船舶への乗船は備え付けのハシゴで行います。
　⑧船舶は泳者のブレス（呼吸）方向に合わせて操船してもらいます。
　　乗船の選手・サポートの方は船長へ泳者のブレス（呼吸）方向を
　　伝えて下さい。
　⑨ゴール時は、スタートと同様に沖合い200ｍまでしか船舶の進入
　　ができません。最終地点からに限り、全員でのゴールができます。
　　ゴール後、沖で待機している船舶に戻り彦根港へ移動します。

●ルール・注意事項
　①1チーム6人とします。
　②１チーム毎にサポート船を準備します。（大会委員会側にて）
　③１巡目は30分、2巡目以降は10分で交代します。
　④第１泳者はスタート地点沖合い（船舶の進入禁止区域）より
　　泳いでスタート地点に行きます。（200ｍ程度）
　⑤交代は必ず水中でタッチします。
　⑥交代のタイム計測はチーム毎で行って下さい。
　　交代タイムの多少の前後はかまいません。
　　（ゴールタイムは大会側で行います。）
　⑦ウェットスーツの着用は認めます。
　⑧健康保険証は携帯下さい。
　⑨天気予報で警報・注意報が発令された場合は大会を中止します。
　　また、大会委員会の判断で同様に中止にする場合があります。
　⑩船舶トラブルの場合はそのチームは競技中止といたします。
　⑪6名以上で泳ぐことを希望される場合、可能ですがオープン参加
　　となります。
　⑫スタートより3時間（選手一巡）の時点で、中間地点に到達せず、
　　ゴールの見込みがない場合、大会側の判断によりそのチームは、
　　競技中止とさせていただく場合があります。
　　大会側の指示に従って彦根港へ戻っていただきます。
　⑬スタートより6時間経過の時点で競技は終了します。
　　6時間の時点でゴールできていないチームは、その時点で終了と
　　なりサポート船にて彦根港へ戻っていただきます。
　⑭サポート船の機材に損傷を与える、または紛失させた場合、
　　相当分を代償していただくことがあります。

START

GOAL

１順目一人30分ずつ泳ぐ

２順目以降ゴールまで一人１０分ずつ泳ぐ

スタート時は藻が多いので
足を取られないように注意

※競技コース上に上記のような線はありません。イメージです。

伴走船
選手交代の時は、約１０秒前に飛び込み
水上でタッチして泳者交代となります。

競技説明 20220503-01
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●大会名称
　びわ湖横断リレー水泳大会（愛称：びわ湖クロススイム）

●目的
　日本最大の湖「琵琶湖」を、泳いで横断することによって、
　「琵琶湖」の雄大さを体感し自分たちの力を試す。

●開催場所
　滋賀県高島郡安曇川町琵琶湖岸から
　同県彦根市の琵琶湖湖上及び彦根市松原水泳場

●競技距離
　直線で約16km
　（競泳中は蛇行する為、最終的な距離は変わります。）

●開催日　2022年8月28日（日）

●開催内容
　安曇川町湖岸から松原水泳場間を6人でリレーして横断する。
　（1巡目を1人30分、2巡目からは10分ずつで交代）

●参加資格
  １チーム単位（１チーム6名＋補欠3名程）
　１5歳以上の健康な男女で定期的に水泳のトレーニングを
　積んでおられる方。若しくは大会委員会が認めた方。
　（20歳未満の方は保護者の同意が必要です。）
　1ｋｍを20分以内で泳ぐことができる方。
　個人もしくは規定人員に満たない場合はご相談下さい。
　実行委員会で調整の上、混合チームとして編成出場できる
　場合があります。

●募集チーム数
　20チーム

●受付開始
　2022年4月1日（木）よりメールにて受付を開始します。

●申込み締め切り
　一次締切り
　2022年6月30日及び先着20チーム
　　先着で20チームとなった場合は、締切までの間の申込を
　　キャンセル待ちといたします。
　最終締切り
　2022年7月20日及び先着20チーム
　　第一次締切で定員に達していない場合の最終締切となります。
　取消し
　2022年7月31日まで
　　以降の取消しの場合、申込み金の返金はできません。

●申込み方法
　まずメールにて、参加のご連絡を入れて下さい。
　別紙の参加・誓約書部分に必要事項を記載捺印後下記まで郵送
　下さい。
　（E-Mailでの申込みも可能ですが、申込・誓約書原本は必ず
　　お送り下さい。）
　FAX　077-525-8036　実行委員会　仁井田宛
　メール　shark-s@mx.bw.dream.jp

●連絡先
　お問合せ　090-3894-2956（中村）
　　　　　　090-3651-7517（仁井田）
　メール　　　　shark-s@mx.biwa.ne.jp
　ホームページ　www.biwa.ne.jp/~shark-s/

びわ湖観光船
オーミマリン

びわ湖横断リレー水泳大会　BiwakoCrossSwim2022

●参加費
　１チーム \75,000（6名に満たない場合も同額とします）
　（サポート船チャータ・操船料、保険加入代、運営費、その他）

●参加費振込み方法
　参加費については大会委員会より参加受託の連絡後に
　下記口座までお振込み下さい。
　　滋賀銀行　南草津駅前支店　普通　782613
　　口座名義　琵琶湖横断リレー水泳大会　代表　中村義治
　　　※振込み人氏名は必ずチーム名としてください

●スケジュール（前日）会場は参加チームに連絡となります。
   18:30　監督会議・事前受付、説明会（彦根市内）

●スケジュール（レース当日）
    6:00　集合　彦根港駐車場（駐車場あり）
 　6:20　エントリー確認・競技説明
　（チーム平均タイムにより3組のウエィブスタート）
　　3組の時間（C：8:00　B：8:30　A：9:00）
　　以下はC組の時間となります。
 　7:00　乗船・彦根港出発
 　7:30　安曇川スタート地点沖合い到着。各チーム分船
 　7:50　第１泳者スタート地点上陸
 　8:00　第１泳者　陸上スタート
 　8:30　第２泳者　湖上交代
 　9:00　第３泳者　湖上交代
 　9:30　第４泳者　湖上交代
  10:00　第５泳者　湖上交代
  10:30　第６泳者　湖上交代
  11:00　第１泳者　湖上交代
  11:10　第１泳者　湖上交代
　　～以後１０分毎交代の繰り返しでゴールまで
  12:00～ゴール予定
　　ゴールしたチームから更衣を済ませビーチ清掃
  14:00　ゴール締め切り（制限時間６時間）
  14:30　表彰式・パーティ・閉会式

●琵琶湖美化活動
　少しでも環境保護の手助けとなるよう琵琶湖の清掃活動をします。
　１「湖上清掃」　いずれたどり着く「湖岸ごみ」にならぬよう
　　湖上に浮遊する「ごみ」を網ですくい集めます。
　２「湖岸清掃」　「気軽に捨てる」ではなく「気軽に拾う」へ
　　各チームのゴール後、表彰式までの間、更衣が終わったチーム
　　からゴール地点のゴミ掃除を行っていただきます。


