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開催概要

名 称

日 程

場 所

主 催

後 援

助 成

協 力

第15回全日本ジュニア・ライフセービング競技会

2018年8月25日（土）～26日（日）

銚子マリーナ海水浴場 （千葉県銚子市）

一般財団法人日本ライフセービング協会

千葉県、千葉県教育委員会、銚子市、銚子市教育委員会、

公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー

スポーツ振興くじ助成事業（toto）

銚子マリンスポーツ促進協議会、㈱銚子マリーナ、銚子市旅館ホテル組合、銚子民宿組合、銚子ライ

フセービングクラブ
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開催地

東洋のドーバーと言われる屏風ケ浦（びょうぶがうら）を前面に眺めながらの

波の静かな海水浴場。隣接する名洗港海浜公園では、テラスなどがあり、

夕陽を眺めることもできる。

■アクセス

ＪＲ銚子駅から千葉交通バスで千葉科学大学行き「マリーナ前」下車徒歩約3分
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大会関係者

2018/08/09現在

大会会長

大会副会長

大会役員 石川　仁憲　  （日本ライフセービング協会　理事）

内田　直人　  （日本ライフセービング協会　理事）

風間　隆宏　  （日本ライフセービング協会　理事）

高野　絵美　　（日本ライフセービング協会　理事）

中川　容子　　（日本ライフセービング協会　理事）

藤田　和人　　（日本ライフセービング協会　理事）

丸田　重夫　　（日本ライフセービング協会　理事）

宮部　周作　　（日本ライフセービング協会　理事）

ライフセービングスポーツ推進本部

実行委員長

実行委員

中島　重之　　（競技運営審判委員)

規律委員 佐藤　文机子  （実行委員長） 高野　絵美　  （大会役員）

水川　雅司　　（チーフレフリー) 中島　典子　　（競技運営審判委員長)

川地　政夫    （事務局）

安全対策役員 佐藤　文机子  （実行委員長） 川地　政夫    （事務局）

水川　雅司　　（チーフレフリー) 中島　典子　　（競技運営審判委員長)

チーフレフリー 水川　雅司

上訴委員 梶本　道彦

コンペティター・リエゾン・オフィサー 藤田　善照

ヘッドスコアラー ◎粟生　賢一 日馬　孝昌 山本　めばえ

総合順位集計 中島　重之

マーシャル ◎坂本　千佳子 斎藤　ひなの 輿石　晴歩

スターター ◎坂本　靖 木津谷　富洋

コースジャッジ ◎齋藤　良太 南部　孝二 松永　祐 出井　裕之 井上　裕梨

(コース審判、着順審判ビデオ含む) 遠藤　大哉 川隅　しのぶ 木津谷　海乃 後藤　慎太郎 神宮司　好美

末次　凜 西嶋　 大 羽瀬　和史 谷下田　拓海 徳永　武尊

中島　典子 相馬　義彦

レコーダー ◎木津谷　みえ 相原　凌子

IRB審判員 ◎浜地　憲太郎 上野　義洋 平藤　昌寛

器材・会場係 銚子LSC 株式会社オフサイド

安全課

医務

オフィシャルカメラ

広報

式典・進行係・運営協力 学生部 米田　冴那 飯島　一暁 小相澤　真悟

事務局 川地　政夫 佐藤　洋二郎 本多　通真（オフサイド）

●大会役員

入谷　拓哉 　 （日本ライフセービング協会　理事長）

尾田　依津子　（日本ライフセービング協会　副理事長）

※配置について、変更することもあります。

三宅　菜央

●実行委員会

宮部　周作　　（ライフセービングスポーツ本部長）

佐藤　文机子　（ライフセービングスポーツ副本部長）

水川　雅司　　（チーフレフリー)

中島　典子　　（競技運営審判委員長)

田村　憲章　　（銚子ライフセービングクラブ)

田村　憲章　　（銚子ライフセービングクラブ)

●競技役員

●総務関連

銚子LSC

朽方　規喜

松本　貴行　　（日本ライフセービング協会　理事）

高野　絵美

※◎は、各セクションチーフ

※25→8/25のみ参加　　26→8/26のみ参加　　ス→スタッフ

※大会当日の天候や進行によって変更することもありますので、ご了承ください。
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タイムテーブル

1日目 2018/08/15現在

時刻 内　容 時刻 内　容

7:00 安全役員会議/実行委員会

9:00 出場確認・代表者会議

9:30 ライフセービングスポーツクリニック (～10:30)

10:00 審判員・スタッフ会議

11:00

11:30 ニッパーボードレース（3,4年女子）予選   

11:50 ニッパーボードレース（3,4年男子）予選

12:35 ビーチフラッグス（5,6年女子）予選

12:55 ビーチフラッグス（5,6年男子）予選

13:40 ニッパーボードレース（5,6年女子）予選  

14:00 ニッパーボードレース（5,6年男子）予選  

14:30 ウェーディングレース（1,2年女子）決勝

14:40 ウェーディングレース（1,2年男子）決勝

15:00 ランスイムラン（3,4年女子）決勝

15:15 ランスイムラン（3,4年男子）決勝

15:45 ビーチフラッグス（3,4年女子）予選

16:05 ビーチフラッグス（3,4年男子）予選

16:55 ニッパーボードレース（3,4年女子）決勝

17:05 ニッパーボードレース（3,4年男子）決勝  

17:30

18:00

2日目

時刻 内　容 時刻 内　容

7:00 安全役員会議/実行委員会

8:00 審判員・スタッフ会議

9:00 ランスイムラン（5,6年女子）決勝

9:15 ランスイムラン（5,6年男子）決勝  

9:45 ビーチフラッグス（1,2年女子/男子）決勝

 10:35 ビーチフラッグス（3,4年女子/男子）決勝

11:40

12:10 タップリンリレー（小4以下男女混合）決勝  

12:30 タップリンリレー（小6以下女子）決勝

12:50 タップリンリレー（小6以下男子）決勝

13:25 ビーチフラッグス（5,6年女子/男子）決勝

14:30 ニッパーボードレース（5,6年女子）決勝 　  

14:45 ニッパーボードレース（5,6年男子）決勝

15:15 ニッパーボードリレー（小3,4,5,6男女混合可）

16:00

16:40 全体終了予定

表彰式（ウェーディングレース1,2年/ランスイムラン3,4年/ニッパーボードレース3,4年）

競技終了/お楽しみタイム☆

サーフエリア ビーチエリア

表彰式（ランスイムラン5,6年/ビーチフラッグス1,2年）

表彰式（ビーチフラッグス3,4年/タップリンリレー小4以下/タップリンリレー小6以下/ビーチフラッグス5,6年/ニッパーボードレース5,6年/ニッパーボードリレー）・閉会式

開会式

サーフエリア ビーチエリア
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参加実績-1

□ チーム数 ：１６チーム □ 選手人数 ：１４９名

□ 審判員 ：３４名 □ スタッフ ：１０名

■大会参加人数及び観覧者数

■種目別競技者数

NO. 略称 男子 女子 合計

1 柏崎LSC 0 4 4

2 勝浦LSC 9 11 20

3 鎌倉LG 6 12 18

4 KITAJIMAQUATICS 0 1 1

5 下田LSC 5 6 11

6 湘南ひらつかLSC 3 2 5

7 世田谷SA 4 1 5

8 館山SLSC 14 8 22

9 TKS LSC 2 3 5

10 西浜SLSC 21 7 28

11 萩SLSC 5 1 6

12 バディ冒険団 6 3 9

13 山形LSC 1 4 5

14 湯河原LSC 6 1 7

15 横浜市立磯子小学校 0 1 2

16 （個人参加） 0 1 1

合計 82 66 149

個人種目 ﾗﾝｽｲﾑﾗﾝ ｳｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾚｰｽ ﾆｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ

女子 8 8

男子 10 10

女子 13 19 24

男子 29 35 40

女子 19 30 26

男子 15 31 31

チーム種目 タップリンリレー ニッパーボードリレー

女子 8

男子 8

ｻｰﾌｽｲﾑ ﾆｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ

6 19 19

13 26 27

19 45 46

小学1,2年生

小学3,4年生

小学5,6年生

小4以下 混合

小6以下

小3.4.5.6年 混合 10

ｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ
女子

男子

合計

8
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参加実績-2
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会場図
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競技結果-1（個人）
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競技結果-2（個人）
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競技結果-3（個人）
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競技結果-4（個人種目）
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競技結果-5（個人種目）



14

競技結果-6（個人種目）
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競技結果-7（個人種目）
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競技結果-8（個人種目）
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競技結果-9（チーム種目）
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競技結果-10（チーム種目）
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競技結果-11（チーム種目）
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競技結果-12（チーム種目）
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競技結果-13（総合結果）
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競技写真 個人種目

ウェーディングレース

ランスイムラン

ビーチフラッグス

ニッパ―ボードレース
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競技写真 リレー種目

タップリンリレー

ニッパ―ボードリレー
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開会式写真

主催者挨拶
日本ライフセービング協会理事長 入谷 拓哉

ご来賓の皆様からのご挨拶

選手宣誓
館山ＳＬＳＣ鈴木陽琉 選手

審判宣誓
南部孝二 審判員
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表彰式・閉会式写真

閉会挨拶 日本ライフセービング協会
大会チーフレフリー 水川 雅司
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クリニック写真
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会場装飾物写真・他スナップ写真


