
自由記述
参加費が高い。8000円ぐらいでとめて頂きたい。

年齢区分が高校生～39歳は広すぎる。せめて、高校生～29最歳だと思いますが。。。30代を分けてあげたほうがいいような気が
します。
スタッフTシャツの方が毎年カッコいいです。大きな電光掲示板にタイム表示があればもっと楽しめると思います。応援に来てくれ
てる人がもっと楽しめる工夫があればいいなぁとおもいました。
テントを張って頂いていた事や、参加者以外にも給水のサービスが有りありがたかったです。家族に体の不自由な者が居たの
で、洋式トイレがあれば良かったと思いました。大会関係者の皆様・ボランティアの皆様本当にありがとうございました。来年も参
ゆっくりした大会で気分的に楽だった。参加人数も多すぎず、見学もしやすかった。距離や、種目がもう少しあっても良いかなと
思う。大会に飲食店が欲しい。参加のＴシャツ、帽子が、アリーナでされているのでよかったです、中々メーカーのＴシャツというの
は、マラソン、トライアスロン、アクアスロン、とでていますが、アリーナは初めてでした。マラソンで、アシックス、ミズノとかあります
が、数えるくらいしかありません。あの参加料での参加賞は凄く良いと思います、もっとアピールしても良いと思う。帽子もメッシュ
でナンバリングもされていないので、後に使えるのが良い。シリコンや、ナンバリングされている帽子は後から使えない。毎年他の
大会でシリコン帽をもらうが後が困っているから。後表彰式が長く、椅子に座っている間日陰も無くきつかった。
楽しかったです。ありがとうございました。

OWSを始めてまだ3年弱です。近場でこのような大会があり、参加しやすく毎年楽しみしています。今後も楽しい大会運営を期待
してます。「事前案内文書について」の回答を「分かりにくかった」にしたのは帰りの船代が分からなかった。大会は今後も続けてください。
ワンウェイコースは良い。
オープンウォーターにほぼ初めての参加だったので、とても不安がありましたが、運営サイドの配慮等によってとても楽しく泳がせ
てもらいました。ただ種目間の時間をもう少しゆっくり取って、全体的にゆっくり時間が流れたらもっとよかったのではないかと感じ
ます。あとトイレをどーにかもう少し綺麗にして欲しいです。
今の形で続けてもらう事を希望します。

大変楽しくまた安心して参加させていただきました。スタッフの皆さんありがとうございます。他の大会に比べとてもよいと思ってお
りますが、一点だけ・・・前回参加した時ですが、シャワーの場所が分からず、近くの水道を利用しました。今回は下見をしたので
発見できましたが、案内をゴール付近に出してもらえるとよいと思います。
いつも参加できるのを楽しみにしています。ここ数年は練習不足でタイムがおちているので抽選で落ちてしまわないか心配してい
ますので抽選にならないよう参加枠が広がればうれしいです。。　こどもが大きくなったら家族で家島に前泊してみたいと思いま
す。　今は３．２ｋｍもいいですがせっかくのワンウェイコースなので距離が延びてもいいと思います。
感想として 。      完泳できたこと。大会の雰囲気が良かったこと。スタッフが良かったこと。ライフガード等の安全対策が良かった
こと。弁当が最高にうまかったこと。海も綺麗だったこと。天候に恵まれたこと。等々、かなり充实できて、大会後１週間は余韻に
浸ってました(*^^*)。記念Tシャツもかなり気に入って着てます。青Tが抽選で当たればと本気で願います！    大会スタッフのみな
さんに感謝します。ありがとうございました！＼(^_^)／    来年も宜しくお願いします。
ワンウェイコースで景色が変わるため、大自然を泳いでいる实感があって気持ちいいレースができました。スタッフの数もたくさん
いらっしゃるため、安心感があり、素晴らしい大会だと思いました。
姫路港の駐車場がわかりづらかったです。はじめて参加し無事完泳できました。来年は記録を更新できるよう練習しています。

第一回大会からずっと参加しており、いつも楽しませていただいています。 いろいろ問題はあるかと思いますが、初期の頃のよう
に1kmの部と3.2kmの部を同じ日に開催していただけるとありがたいです。日帰り圏内に住んでいるので、2日続けて家島まで往
復となると、1kmなら挑戦してみようというビギナーの方を誘うのに、自分もビギナーの方も敶居が高くなってしまっています。
７０歳区分を作ってください。

●選手控え席（テント）をもっと増やしてほしい。●シャワーの数を増やしてほしい。●姫路港での案内がもう一歩。乗船案内など
してもらいたい。チケットを買う時に行列ができるので、工夫していただきたい。●弁当が選べるのは良いが、中身が一覧できると
Tシャツとキャップは大会が終わっても使えるのでとてもうれしいです

表彰区分で高校生～３９歳という区分は幅が広すぎると感じました。

今回総合優勝に副賞がなかったけど区分1位にレーシングゴーグルがついていたので今後の練習に使いたいと思います。

ウェットスーツなしで統一してほしい

毎年参加させていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

オープンウオーターなので仕方がないのですがコース取りがむつかしく、無駄な泳ぎをしているので、最短距離のブイを設定して
いただければと思います。、
次回は第１０回の記念大会になるとのこと。より良い大会になることを大いに期待しています。他の大会の範となるような素晴しい
運営をどうか続けて行ってください。この大会に第１回から参加していることを誇らしく思っており、いつまでも参加できればと思っ
初めて参加して、天候にも恵まれ、スタッフの対応もよく楽しい大会でした。ありがとうございました。

お弁当ですが、揚げ物ばかりでしたので、穴子弁当にしたのですが、甘すぎで今一でした、できれば焼き鮭弁当とか、焼き鯖弁
当とか焼きそば弁当などがあればいいのにと思いました。
帰りの船を全部の時間無料にしてほしい。観光したかった。往復船入れて10000円二してほしい

拡声器での案内や指示はっまったく聞こえない事が多い。

大会の運営、スタッフの対応は他の大会に比べ、非常に素晴らしいです。規模の大きな大会ですがスタッフの案内等も手際良
く、今年も大満足です。難しいかも知れませんが1kmと同日開催をして頂けるともう少し、仲間で一緒に参加しやすいです。天気
も良く、今年参加した6レースの中で一番楽しい大会でした。来年も是非、参加させて頂きたいと思います。スタッフの皆さんあり
实は、今回とても楽しみにしていたのに、体調不良に陥り欠場しました。仲間にハガキを預けられなかったのですが、記念品やお
弁当も渡してくださり、無事当日終了後に姫路で受け取ることができました。3回参加、と書きましたが一度目は中止、二度目は参
加、三度目は欠場で、实質一回です。でも、みなさまのおもてなしの心が毎回伝わってきて温かい気持ちになれます。これからも
参加したいです、よろしくおねがいします！一つだけ思ったことは、ゴール前に生簀のペレットの腐敗臭？が苦しかったのと、他
府県からの参加者にはそれが少々マイナスイメージにつながるかもと感じました。(仕方のない事ですが、感じたことを述べてみま
お弁当についているスープはとても美味しいのですが持ち運びが不便で食べる時もシートの上なのでこぼしてしまう時がありま
す。もう少し小さめのフタ付容器にすれば冷めずこぼさずで良いと思うのですが？
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島から島へ泳ぐアドベンチャーがすごくわくわくします。船が通る深い海の真ん中を、一人では決して泳ぐことはありませんが、た
くさんのライフセーバーの方や大会関係者の方に見守られ、３．２㌔も泳げる経験を、チャンスを与えて頂いて、年に一度、自分
への挑戦として、楽しみにしています。ありがとうございました。
　いつものことながら泳いでいると、ブイの黄色い色とライフセーバーの黄色い色の区別がつきにくく、方向の確認を誤ってしまう
ことが何度もあった。止まってゆっくりと方向を確認すればいいのだが、何度もだまされた。何とかならないのだろうか？
海がきれいで楽しかった。でもゴールの港がごみでかなしかった。木片が頭に当たり痛かった。

コース距離はワンウエイで距離が延びるなら賛成しますが周回コースならこのままの距離で結構です。5Km10kmの部があっての
面白いと思います。
以前から知っていましたが尻込みしていました。とても楽しかったです、ありがとうございました。

最後の表彰が長く形式に乗っ取りすぎておもしろく無い為、表彰を受けない９９％の人は一刻も早く帰ろうとしています。ほとんど
の回で、高校生～39歳区分の１～３位と総合１～３位が同じなので2度も表彰する意味があるのか？飛び賞などがあるだと最後ま
で残ろうと思えます。次回10周年なので、１０大会連続出場賞や笑顔でゴールした賞など。大会開始時間が昼からになれば、格
段に参加しやすくなります。たとえ15時に大会が終わっても、東京の人でも新幹線で十分帰れます。家島を観光したいが、具体
的な島内アクセスも案内も無く、帰島船が用意されている為大会終了後は速やかに離島せざるを得ないのが残念。
公共トイレが詰まっていて不衛生でした。仮設のトイレもあるのですが大会開催前にチェックしていただくとありがたいです。

１kmの大会後にイベントを浜でのBBQなど応援に来た人、家族で楽しめたら是非とも泊まりで参加したい。土曜日ゆえに可能で
は。入賞メダルよりも各年代3位まで家島特産品の副賞を出してほしい。１ｋはワンウェイのコース取りはできないでしょうか。

スタッフの方々の行き届いたフォローのお蔭で初めてのオープンウォーターでしたが安心して楽しめました。来年も是非、参加し
たいです。ありがとうございました。
来年は10回目の記念大会なので、1位から3位の表彰以外の飛び賞も設けるなどのひと工夫があれば、表彰式が盛り上がるので
はないでしょうか。
横断泳のトップが帰るまでに終了するように1.5キロメートルから2.5キロメートルの部門があれば(防波堤を出て、一周のみのコー
ス設定)。抽選で落選した人たち用または横断に自信がない人用。シーカヤックの試乗体験があればうれしい
スタート時バトル緩和す可く是非とも年齢別等のウエイブスタートの検討をお願いします

良い大会だと思います。大会の時は日帰りになるので、大会とは別に島で泊まってゆっくりしてみたいとも思ってます。

毎年楽しみにしています。

毎回大会関係者の運営、サポートに感謝しておりますが、今回１ｋｍ参加者がかなり少なったようす？　3.2ｋｍが無理かと思って
いる参加者のために、1.5ｋｍや2kmの部門も検討して頂きたい。
初めての参加だったがスタッフの皆様のお陰で楽しく完泳できました。ありがとうございました。帰りの船も手配よくスムーズな対応
に感謝します。希望を言えば、①ウオーミングアップの場所が狭かった。事故防止と水温等へのなれも兼ね長いほうがよかった。
②中間点にも目標ブイがあればよかった。（わがままです）③模擬店を出せば応援者、参加者の楽しみが広がる。④地元の魚を
船が高い。選手は割引相手ほしい

今回、お天気も良く水温も泳ぎやすかったです。スタッフの皆様の対応、船を出してくださった漁師の方々本当に感謝しておりま
す！また、泳ぎ終わった後のお弁当、しらす汁は何よりの楽しみです。来年は1時間をきれるよう練習を積んで応募したいと思い
ます。とても楽しかったです！ありがとうございました。
ワンウェイのコースに魅力があって申し込みました。今回が2回目です。コースの安全管理本当に大変だろうと思いますが、不安
なく泳げました。ありがとうございました。船の臨時便があったり、お弁当も種類ご豊富で、地域みんなでこの大会を作り上げてる
感じが大好きです。ドライのTシャツも重宝しています。レース後入浴出来るとありがたいなと思います。
第４回から参加しています。今年もとても楽しく泳げました。ありがとうございました。さて私は他のレースにも参加します。貴大会
が素晴らしいと感じる点は、多々ありますが、なかでも運営がスムースな点は秀でていると特に感じます。段取りの違いですかね。
スタッフの方々も人数が十分であるだけでなく、対応も大変すばらしいです。各方面からの協力、協賛、理解があってのことでしょ
う。参加フィーを払ったから「選手はお実様」だとは、決して思いません。しかしなかには、あまりにだらだらと予定時間はずれ込み
まくりで対応がゴテゴテだったり、選手をないがしろにしているように感じる大会、団体もあります。貴大会には主催者、協力者、参
加者の一体感を感じますね。そういった点から貴大会の参加フィーは相対的に安く感じます。参加する側としては、あまり、正直
に言いたくない部分ですが(^^;)。距離については、単純に私個人的な好みでもっと長い距離を希望しているだけで理由は特にあ
りません。5ｋｍあるとうれしいです。これからも素晴らしい大会運営を期待していますし、参加する選手としてできることは、喜んで
毎年楽しみにしています。

到着が遅くなったんで姫路港での車を止めるところがなくあせりましが、非常に素敵な大会で来年も是非参加したいです。

帰る際の臨時船の時間を後ろにずらしてほしい。少しでも家島観光したかった

いつも楽しみにしている大会です。　毎回思いますが、開会式が長いです。炎天下でレース前に開会式の参加は非常に体力消
耗します。競説以外の時間短縮を希望しています。
お世話になりました。3回目の参加となっていますが、仕事や体調不良によるDNSで、泳いだのは初めてでした。 記録は散々でし
たが、トレーニング不足のなか、完泳したことに価値があると割り切っています。十分に充实感を感じることができました。ありがとう
ございます。 島から島へ泳ぐ大会は他にはないと思います。値打ちのある稀少な大会と思いますので、今後も続けていただきた
いです。 参加者が殺到する大会になれば、遠方からの参加者も増えるでしょうから、是非とも人気ナンバーワンを目指して欲しい
と思っています。  老婆心ながら、1kmの部と、3kmの部の両方にエントリーした参加者に、何かオプションで男鹿島でテント泊・海
遊びしてもらうとか、やれそうな気がするのですが・・・。せっかくの綺麗な海を満喫してみたいと姫路の人間でも考えると思いま
す。  あと、トライアスロン系の運動をしている人は、医師・歯医者・自営業者・公務員など、案外、金持ちです。参加費の安さを競
うのは良くないと思います。 この系統の人の性格は、当然ながらチャレンジングで、コースがキツければキツいほど面白がる性格
です。 スイム3.8km、バイク190km、ラン42kmを一日でやる連中です。誤解を恐れず言うならば、身体を虐めることに快感を感じる
マゾ気質の人が多いです。 例えば、これを縮めたような企画とオープンウォーターを併存させれば良いのではないかと思いま
す。前日受付にするか、もしくは、2日に分けてレースするとかにすれば、ほぼ全員が宿泊すると思います。 ①	男鹿立ノ浜→（スイ
ム）→家島清水浜→（ロードバイク）→家島網手→（スイム）→坊勢→（ラン：一周）→坊勢→（カヌー）→男鹿立ノ浜（ゴール） ②	男
鹿立ノ浜→（スイム）→家島清水浜→（ラン：一周）→家島清水浜→（カヌー）→男鹿青井ノ浜→（ラン：一周）→（ゴール） アドベン
チャーレースを取り入れたような企画が家島には一番合うように思います。 おそらく自転車は、舗装路でコース設定すれば、持ち
込みが大半でしょう。未舗装路のコース設定になるとマウンテンバイクが必要になり、トライアスロン系の人も躊躇するので、募集
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何時もながらお世話下さった皆様方のご厚意に深く感謝しています。参加者の一人として協力出来ることは積極的に協力し皆様
の負担軽減したく思っています。これからもよろしくお願い致します。
人気の大会の参加賞Ｔシャツデザイン気に入ってます。ところが今年スタッフの着ていたＴシャツの方がずっと良い感でした。あ
れが欲しかったです。
ワンウェイの大会というだけでも貴重な上に、運営もていねい。乗船の案内も親切だし、表彰式なども生バンドの演奏で素晴らし
い。お弁当も美味しかったです。来年も出たくなる大会です。
初めて参加させて頂きましたが、本職がトライアスロンなので、ウェット無しのかたが多いのに驚きました。来年はウェットなしで挑
戦してみたいと考えています。また来年もよろしくお願いします。
毎回楽しく参加しています。要望があるとすれば、召集からスタートまでが長いです。もう少しスタートを早くしてもらえれば観光の
時間がとれるかもです。あとは文句なしです！運営の方々、ライフセーバーの皆さんも大変な思いをされていると思いますが、こ
の大会が続く限り参加させていただきたいです。
東京から２回目の参加でしたが、毎回スタッフのサポート、大会進行、飲み物や食事の準備など全て素晴らしいと思いました。横
断泳というのはやはり大きな魅力で、上記質問の距離はこのままでも長くしても魅力的だと思います。来年の１０回記念大会も是
非盛大にやっていただきたいと思っています。また是非参加したいです。
島全体で運営している感じがとても素敵でした。是非来年も参加したいです。Ｔシャツはスタッフ用の方が格好良かったかな。

会場で、特産品を食べれたり購入できれば楽しいと思います。

会場で地元特産品の販売があったら、お土産が出来てうれしいのですがいかがでしょうか。また、閉会式の後、地元産品が当た
る抽選会をされたらもりあがると思うのですが。
今回、思うように泳げなくてスッキリしなかったので、次回スッキリ気持ち良く泳ぎたいと思います。来年度の開催宜しくお願いしま
す。家島島内で一人で宿泊できる宿（個人宅でもよいのでは）を詳しく知らせてほしいし、ぜひ前夜祭を開催すればもっと島内に滞在
するのではと思います。朝からゆっくり散策してみたいですね。
４００Ｍごとの目印が分かりにくい。帰りの船を早い時間にも用意してほしい。

スタッフの対応も良く、 気持ち良い大会の一つです。ただ、帰りの臨時のフェリーの時間が遅く、いつも12時22分発にバタバタと
乗り込んで、帰ってます。次の日に仕事もあるため、早く帰る人用のフェリーも用意して欲しいです。それ以外は、充分にもてなさ
れているように思います。追加:開会式も長く、熱中症の心配がありました。
当日出していただいたお汁のじゃこ等（家島のもの）をおみやげで買えるようにしてください。姫路市内（家島外）はおみやげがあ
まり無いので・・・来年も宜しくお願いします。
今回OWS初参加で不安でしたが凄く楽しめました。しかもワンウェイは想像以上に自分との戦いになりました。欲を言えば距離表
示をもっと大きくしてほしいですが全体的には非常に良かったです。また来年も申込します。手作りのシラス汁最高でした。
とても好きな大会です。継続開催お願いします。

久しぶりのオープンウォーターでしたが、事前案内、当日の対応など、全体的によかったと思いました。一つだけ気になったこと
は、土曜日の宿泊を家島内で探していたところ、どこの民宿も、大会スタッフが何人泊まるかわからないから予約を受けられない、
と言われ、不愉快な思いをしました。大会スタッフと民宿の間でどのような調整をされているのかわかりませんが、参加者も宿泊し
やすいように、計らってもらえたらなあと思います。今年のTシャツ、とても良かったです！
初めてのOWSでした。参加させて頂くまで現地へどうやって行くか、前泊するかかなり悩みましたが、当日大阪から新幹線利用で
始発でいけるということを発見し無事参加できました。当日は天候もよく、気持ちよかったのですが、スタートして一人で泳いでい
るとかなり流されていたみたいで、ライフセーバーの方に外れていると教えてもらい助かりました。途中で、ゴールはまだかなぁと
思うこともありましたが、湾にはいる時にはもう、終わりか？と寂しくなりました。もう少し距離を泳ぎたいなぁと思いましたが、ちょう
ど、良い距離だったのかもしれませんね。スタッフの方々にお世話になり、本当にありがとうございました。来年も必ず家島に帰っ
良い大会だと練習仲間から聞いていたので、今回初めて参加しました。島から島へ泳いで渡るということで少し不安はありました
が、挑戦する価値のある大会だと思いました。島の雰囲気やスタッフの方々の対応も良く気持ち良く過ごす事ができました。お気
に入りの大会のひとつになりましたので、来年は是非家族とともに参加したいと思います！
来賓の挨拶を短縮して欲しい。シャワーの設置はいい。もっと数が更によし。弁当の種類が減り、楽しみが減った。ガードが泳ぐ
方向を大きな動作で分かりやすい。途中エイドがあったが、ガードもペットボトルを持っていたほうがいいのでは。泳いでいると｢大
丈夫なの？｣と思う人が何人もみる。タイム申告によるグループ分け、砂浜にエリアを作って、一斉スタートした方が安全な気がす
る。次回はアルコールチェックと血圧測定をしてみたら。
家島で泳ぎたい！！！

離島と言うことでお弁当がついているのは嬉しく、お弁当が選べるのにはビックリした。食事は泳いだ後の楽しみなので嬉しい選
択肢だった。ひとり参加で男鹿島滞在になったので、朝少し不便だった。テントはもう一杯ではいれないし、居場所がなく困った。
帰りのフェリー手配は嬉しかった。抽選なので関東からは仲間と行けるかわからずひとり参加になった。今後も抽選であれば、ひ
スタート前の浜で待機の時間が長く感じてしまいます。スタート直前に水分補給をしたいのですが、荷物を桟橋に置いている為そ
れが出来ない事を解消して頂ければ嬉しいです。
一昨年の天候不良の中止もはさみ、５回連続エントリー中です。いつも楽しませていただいています。島から島という自然そのも
の解放感のあるワンウェイは、よりオープンウォーターの醍醐味が味わえ楽しいです。レース後にお弁当とお汁をいただくのが、
楽しみですが有料でもよいので他に地の物の屋台や販売があると嬉しいです。
スポーツドリンクなどを用意してくれているなどとてもありがたかったです。トイレも仮設がたくさんあってよかったです。スタッフの
方もとても親切な方が多かったと思います。
高校生～39才の区分を分けてみてはどうですか？30過ぎと、高校生では、幅が広すぎると思います。

いつも楽しみにしております　末永く開催を望みます　その為には決して無理をせず躊躇なく中止にする事も大事です　素早い
決断を希望します
家島OWS大会は、どれをとっても大変素晴らしい大会だと思いますが、せっかく島に渡るのだから、もう少しゆっくり家島にいたい
のですが、宿泊施設についてあまり魅力が感じらないので、淡路島などで宿泊してます。この辺についてもっと力を入れて欲しい
大変お世話になりありがとうございました。3回目の出場でしたがやはりワンウェイコースは面白いです。会場の設営や海上の警備
(ガード)などとても満足で、安心して泳げますし、泳いだ後も楽しく過ごせます。現状で特に問題はないと思いますが、あえて意見
を申し上げるなら、姫路港側での駐車場が少ない(近い場所は料金が高い)←行きのフェリー代も含めて交通費が高いと感じま
す。皆さん安い駐車場に停めたいので1番のフェリーの30分以上前に行っています。それくらいですかねー、来年第10回大会も
来年は第10回大会、とても期待しています。と同時に記念大会ということで準備不足で参加される方もおられると思います。選考
および安全には十分留意していただきますようお願いします。最後に第11回大会もぜひ参加したいと思います。
とても大好きな大会で毎年楽しみにしています。今後も抽選なく参加できるよう、よろしくお願いします。
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お弁当の受け取りの際、お弁当の内容がわからない。写真は不鮮明だり、スタッフに聞いても一律に「おかずはいろいろ…」。弁
当名、内容を簡単に提示してみてはいかかですか？
初めての参加でしたが、刺激的でした。

毎年楽しみにしています。もし距離を伸ばすなら是非チャレンジしてみたいです。

待ち時間が長いわりには慌ただしかった。島の観光がしたかった。TVでみさせて頂いたがとても良い所だったので足早に去った
のが残念でした。
3,2キロが中学生から出れるようになりませんか？

もう少し朝が遅いと日帰りが可能となります。ご配慮いただければありがたいです。今回、外国人観光実のせいか宿探しに大苦戦
しました。海上に設置している400m毎のブイと、ライフガードのジャケットの色が同様（黄色系）であり、ブイが視認しにくかった。可能なら
ば、双方の色が異なった方がいいと思う。
ブイの色が黄色で、ライフセイバーと見間違えることがあるので、ピンクやグリーンなどにしてもらうと遠くからでも判別しやすいで
す。あと、参加者に配られるキャップはゴムがよいです。参加賞のシャツにタンクトップも追加して下さい
スタート前はかなりドキドキでしたがすごく楽しかったです。

初めて参加させていただいて、泳いでる時は本当に楽しかったです！天気も海のコンディションも良く、ライフセーバーの方々も
沢山いらっしゃったので安心して泳げました。また、来年も参加します！ありがとうございました！
給水船の場所がわからなかったので、もう少し目立つようにして欲しい。待機場所のテントが狭い。トイレに蓋がなく匂いがきつ
かった。以上、些細なことですが感じたことを記しました。全般的には、大満足でした。
第1回から毎年参加させていただいています。年を追う毎に安全面が強化され安心して泳ぐことができます。スタッフのみなさまの
努力のおかげだと思います。私は5キロ以上の距離で参加出来たら嬉しいです。
初参加でしたが大変楽しめました。有難うございます。お弁当が豊富で選ぶのにも悩みましたが逆に余剰が一杯出てしまうので
はと余計な心配をしてしまいました。参加費はキャップ、昼食、帰りの船代、記念品代を考慮すると決して高くないと思います。た
だ準備に相当なコストが掛かっている事が推測されましたがHPの「中止の場合払い戻ししない」のコメントはもう少し柔らかい表現
にする方が良いと思います。また（今回は関係しませんでしたが）中止の場合の記念品郵送は開催側負担でご検討頂けないで
大変大勢の選手で抽選もやむを得ないと思いますが、過去に2度漏れて応援だけの時もありました。連続参加を楽しみにしてい
る選手には優先権を与えられないのかな?多くの人に参加してもらいたいとの意向はよくわかりますが、チームで行くときに一人だ
け外れると寂しいです。今年は天候にも恵まれ穏やかな環境で泳げたのが一番良かったです。来年も練習を積んでエントリーし
他の大会にも毎年幾つか参加していますが、この大会が運営面、スタッフの対応、ガードの方の技術力,全ての面で最高の大会
だと感じています。また宿の方も大変きさくな方で美味しい料理も楽しみの一つです。今後も当大会が長く続く事を願っておりま
スイムキャップも大会の都度変えてほしいしプリント等もしてほしい

今年はタイムオーバーで、ライフセーバーなど皆様にご迷惑をかけてしまいました。それでも家島まで泳がせて頂けて本当に感
謝しています。今年は仕事で海どころかプールでの練習もできておらず、本当にご迷惑をおかけしました。来年はこのようなこと
がないよう練習に努めますので、参加できることを願っています。本当にありがとうございました
ワンウェイは魅力的ですが、関西圏では３ｋｍのレースが多いので、倍もしくは１０ｋｍぐらい距離を伸ばして欲しい。今年は駐車場
がなぜかいっぱいで困った為、大会参加者の臨時駐車場があると助かります。
１kは中々人数的に厳しいみたいですが　頑張って続けてもらいたいです

他にない一年に一度の緊張と充实感を味わえるのでずっと続けていただきたいと思っております。

私は泳ぐのが遅くて制限時間内にフィニッシュするのが毎回の目標です。が、これからも毎年楽しく参加したいのでよろしくお願
いします。男鹿島に到着してからスタートまでが長かったので、来年は男鹿島での待ち時間を減らして頂けると楽になります。また、閉会式
の時間をもう少し早くしていただけると助かります。
スタッフの方へ、海への放尿はやめてください。今からその海で泳ぎます。スタッフの方へ、タバコは決められた場所でお願いしま
す。私はタバコが嫌いです。アナゴ弁当、おいしかったです。
初のオープンウォーターでしたが、姫路の自然を楽しめたレースになりました。ありがとうございました。

また参加したいと思えるいい大会でした。安全対策も万全で関係各位に感謝です。

時間制限を30分に戻ると、もっと参加者を増やせ安いと思います。

島から島への1wayの大会は素晴らしいと思います。更に、長い距離のコースがあれば良いと思います。

大会参加資料をもう少し充实させてほしい。HPを見れば分りますが、ハガキ一枚では少し不親切では？

第２回目から参加しています。この大会がきっかけでOWSの楽しさを知り、各地の大会にもエントリーするようになりました。地元で
すし自分にとってのベンチマークとなる大会です。競技・安全面はもちろん、各スタッフ、ボランティアの皆さんの連携も素晴らし
いと思います。来年もぜひ参加します。今後ともよろしくお願いいたします。
第２回目から毎年エントリーさせていただいてます。 他の大会にもエントリーしていますが、やはり家島OWSは、大会全体の運営
がとてもしっかりしていると感じます。ロケーションもよく、地域のボランティアの皆さんのホスピタリティーも素晴らしい。 地元開催
ですし個人的にもベンチマークとなる大会なので、さらに練習を積んでまた来年もエントリーしたいと思います。今後ともよろしくお
スタッフの対応が島ぐるみの感じで素晴らしく、楽しめました。姫路港の大会用駐車場で一生懸命駐車整理をしてくれたおじさん
がいました。その方がいなければ、入口から両側だけしか駐車出来ない状態になるところでした。
帰りの船代が参加料に含まれているという記載があったのかも知れないですが、探しきれなくてわからなかった。帰りのチケットを
事前に買ってしまったという参加者がいました。今年は開催できてよかったですが、中止の場合はせめて乗船前に決定してほし
いです。キャップに大会のデザインがプリントしてあるとうれしいです。プールで使うので、大会の宠伝にもなると思います。
仮設トイレをもう少しいいものにして欲しい。

回を重ねるごとに運営もスムーズに改善されており素晴らしいと思います。特にレース後のお弁当は種類もたくさんあり毎回楽し
みにしております。来年は10回の記念大会ですしＴシャツ以外の参加賞（カバン・ウエストポーチなど）を期待しております。大会
スタッフ、ボランティアの皆さん、島民の皆さんにいつも感謝です。
ワンウェイの大会。今後可能なら、往復もやってみたい。

来年の10回大会が盛大に開催されますことを祈念いたします。
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大会自体は非常に結構です。帰りの船についてのアナウンスがやや不親切だったことと、案内はがきに集合場所が書いてない
など若干の不手際がありましたが、それ以外は非常に気持ちよく泳げて満足です。しかし、もう行きません。それは男鹿島です。
前回参加したときは雤で景色がほとんど見えず、気が付かなかったのですが、今回は晴れていてわかりました。あの環境破壊は
最低です。私は仕事上、黒髪島、北木島、伊予大島など瀬戸内の石材の島に行っていますが、それと比べても論外です。環境
破壊で有名な栃木の大谷石や、秩父の武甲山よりも酷いかも。ＯＷ大会とは直接関係ないでしょうが、参加することで、何か男鹿
島の状況を認めているような気がします。年に1回の旅スイムで楽しみにしていましたが、来年以降は琵琶湖とか四国の方に行き
三角のコースが、なかなかうまく泳げなくて困った。

家島OW大会はとても好きな大会です。スタッフ、ボランティアさんが親切で雰囲気もとてもいいです。またライフセーバーさんや
巡視船もたくさんで安心して泳ぐ事ができます。本当に感謝しております。審判長のお話もいつも楽しみにしてます！来年も参加
今回はお天気も良く楽しく参加させていただきました。参加費も少し高い気がしましたが昨今の大会での事故を考えると安全対
策を考えると仕方がないのかなと思います。それより大会を無事に終えていただき存続してもらいまた来年参加できることが一番
だと思います。個人的にはTシャツのデザインが選手のよりスタッフのほうがカッコ良かったです。また来年も参加します。よろしく
県マスターズ選手権と同じ日に開催されたため、参加できない人がいたようです。個人的には来年も出たいと思います。ただ、石
川県のトライアスロンにも参加したいため、日程が重なれば参加できなくなります。少し選手が減ってきているようなので地元の海
産物を安く買って帰れるようなお店を会場付近に設置するなどして選手とその家族がたくさん集まるように工夫が必要かも知れま
せん。少しずつ努力すれば口コミで選手が増えていくかと思います。
参加料をもう少し高くして、入賞者の景品をもう少し良い物にして欲しい。

安全監視体制が充实しているので、安心して泳げました。できれば、4kmくらいに距離を伸ばしていただくと、次の挑戦しがいの
ある目標となりますので、ご検討下さい。
初めて参加される方のために４００ｍか５００ｍの部を設けていただきたいと思っています。

開会式の時間がかかりすぎる。シャワーの設備を増やしてほしい

ブイが流されていたのか、コースが分かりにくかったので、ブイを増やしてほしい。またはブイをもう少し大きくか高くして見やすくし
て欲しいです。非常にサポートが充实していて良かったです。ありがとうございました。
一人で初参加でしたので不安もありましたが、ステレスも無く移動から大会参加含め気持ち良く過ごす事が出来ました。海や景色
を堪能して泳ぐ事もでき最高のOWSとなりました！！ありがとうございました。
ウオーミングアップ時間が短く、その後とスタートまでの間が少々間延びした感がある。スタート地点の浜辺は、小石がごろごろし
ていて、少々足裏が痛かった。大会前の海のコンディションがネットでわかれば尚良かった。もう少し宠伝してもいいと思う。島横
断というなかなか出来ない体験をさせていただきました。ありがとうございました。
初めて参加して完泳できてよかったです。ドリンクのサービスもグッドです。スポーツドリンクは普段は飲まないのですが体に浸み
込むようでした。お弁当、お汁も美味しかったです。でも、表彰式の時、炎天下に長い間座らされて辛かったです。テントとか、簡
略化しても良いと思います。　スタッフの方々ありがとうございました
海では泳いだのは初めてで、仲間に勧められて参加しました。正直言ってサメやクラゲや日焼けも怖かったし、無理せずに早々
にリタイアしようと思っていました。コースが解らずに1個目のブイの次は見つけられずに、給水船を見つけたので半分まで泳げた
のなら、泳いで帰ろうと頑張りました。溺れることもなく、無事に完泳できた事に、感激しました。家島の旅館で美味しいお料理も
食べれたし、また参加出来たら良いなぁと思っています。
楽しく辛かったです(*^^*)ｽｲﾑｷｬｯﾌﾟに大会名など入れて貰えたらさらに記念になって嬉しいです。

大会の雰囲気、ボランティア・スタッフの方の対応も良いのが素晴らしい！手厚いガードもあり安心して気持ち良く泳げました！た
だその反面、お弁当がすごく残念です。種類を選べる心遣いは大変嬉しいですが、器が大きい割に中身はスカスカ。。。種類を
絞って質をあげられる方が良いかと思います。 来年もよろしくお願いします！
スタッフの方々がとても親切でありがたかったです。式典の時に日差しが強すぎて辛かったのでテントを建ててほしい。

駐車場がわかりにくかったです。家島のみなさんがとても好印象でした。

スタッフの方がたくさんおられ　行きとどいた案内で満足です。

中間点の給水ポイントが少し分かりにくかった。スタート前もかなり暑いのでスタート直前まで水分補給出来るような場所、もしくは
ペットボトルなどを持参してもレース直前にゴミとして捨てれる場所等があるとありがたいです。
帰りのチャーター船は希望者のみにして頂けると助かります。

暑さを考慮して欲しかったです。

開会式の時間を短縮してほしい。帰りの船の本数を増やしてほしい

表彰について 総合入賞の方を除いて年代別入賞を表彰した方が、より沢山の方々が表彰を受けられていいと思います。 あとス
タート地点に真水のバケツがあったらゴーグル等が洗えて助かります。
　大会参加記念にTシャツもいいですが、キーホルダーとかも作成して頂きたいです。　完泳後、非常に達成感がありました。

400mごとのブイが、見にくかったです。もっと大きなブイにして欲しい。あと、家島の日よけ出来る場所が少なく思えました。

姫路港の駐車場、もともと定期利用者のものだったのを一部一般用にしてあったため、入り口に制限がありわかりづらい。参加通
知書に往復の船をつけて込み込みにすれば良い。サメが出ないか心配だった。シーズン前から富山湾にロシアからサメが来たと
騒いだから。島の事情があるとは言え、シャワーがいまいちだった。弁当はゴール後でこれから船で帰らなければならないこともあ
りあまり食えなかった。不要だと思う。姫路からの帰路、かんべえの湯に驚いた。ワンコインで畳張りの風呂場に。加賀屋さん以来
の豪華さ。アプローチは若狭高浜の花火を見て播但道経由で姫路入り。
1:1人実でも泊まれる宿が島に欲しかった。(散策したかった) 2:お弁当がボリューム満点過ぎて波酔いした私は全て残しました。
あっさりしたものが欲しかった。 3:帰りの姫路港でタクシーが来ない。手配要領を記載して欲しかった。 4:アンケート自由記載欄
開会式から移動してスタートするまでの時間が長すぎるように感じた。

ブイが小さく感じました

審判長の木原さんの説明が良かった。
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