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開催概要

名 称

日 程

場 所

主 催

後 援

助 成

協 力

第13回全日本ジュニア・ライフセービング競技会

2016年8月27日（土）～28日（日）

岩井海岸 （千葉県南房総市）

特定非営利活動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、南房総市、南房総市教育委員会、

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）

南房総市観光協会岩井支部、岩井民宿組合、有限会社吉田三郎商店、

岩井ライフセービングクラブ
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開催地

ゆるやかに弧を描く岩井海岸。遠浅で波穏やかなビーチは、小さな子どもから大人まで家族で安心して楽しめる。弓な

りの海岸線と緑の山並みが訪れる人の心を和ませ、また、海の向こうに沈む夕日もロマンチック。海水浴期間中は、早

朝無料地引網や花火大会などイベントも行われる。

■アクセス

■電車 東京～内房線特急”ビューさざなみ”号、”さざなみ”号～JR岩井駅下車（徒歩15分位）

■車 東京～京葉道路・東関東自動車道～館山自動車道～鋸南富山IC～岩井
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大会関係者

大会会長

大会副会長

大会役員

丸田　重夫　　（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

西山　一貴　　（岩井ライフセービングクラブ）

規律委員 内田　直人    （スポーツ本部長） 高野　絵美    （大会役員）

佐藤　文机子  （実行委員長） 中島　典子    （審判長）

中島　重之　　（競技運営審判委員) 川地　政夫    （事務局）

安全対策役員 内田　直人    （スポーツ本部長） 入谷　拓哉    （大会役員）

佐藤　文机子  （実行委員長） 中島　典子    （審判長）

中島　重之    （競技運営審判委員）西山　一貴　　（岩井ライフセービングクラブ）

川地　政夫    （事務局）

審判長/上訴委員

リエゾンオフィサー

総合記録員 水川　雅司 松永　祐

ビーチエリア/サーフエリア

招集 木津谷　富洋 津嶋　貴子

出発合図員 浅生　憂也 浜地　憲太郎

審判員 坂本　靖 出井　裕之 板垣　俊輔 天川　仁 大熊　順一

(コース審判、着順審判ビデオ含む) 村石　結美 寺坂　恵実 岩本　耕平 相馬　翔太

記録員 坂本　千佳子 木津谷　みえ

IRB審判員 中島　重之 有賀　勇人 高山　恭治

器材・会場係 岩井LSC 株式会社オフサイド

安全課

西山　一貴 川島　駿介 齋藤　麻衣 中田　碧 山本　麻美

足立　優波 新井　大介 佐藤　亮佑 辻元　佳起 前田　将生

渡邉　来美

医務

オフィシャルカメラ

広報

式典・進行係・運営協力

事務局 川地　政夫 中山　昭 佐藤　洋二郎 本多　通真（オフサイド）

尾田　依津子　（日本ライフセービング協会　副理事長）

●大会役員

入谷　拓哉 　 （日本ライフセービング協会　理事長）

松本　貴行　　（日本ライフセービング協会　副理事長）

内田　直人　　（ライフセービングスポーツ推進本部長）

佐藤　文机子　（ライフセービングスポーツ推進副本部長）

中島　典子　　（審判長)

中島　重之　　（競技運営審判委員)

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）

高野　絵美　　（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）

川地　政夫　　（日本ライフセービング協会　理事）

●実行委員会

●競技役員

中島　典子

藤田　善照

●総務関連

岩井LSC

朽方　規喜

三宅　菜央

※配置について、変更することもあります。

高野　絵美

学生室

※◎は、各セクションチーフ

※27→8/27のみ参加　　28→8/28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

時間 内　容 時間 内　容

7:00 安全役員会議/実行委員会

9:00 出場確認

9:30 代表者会議

10:00 審判員・スタッフ会議

10:30

11:00 ニッパーボードレース（3.4年男子）予選   

11:20 ニッパーボードレース（3.4年女子）予選

11:50 ビーチフラッグス（5.6年男子）予選

12:15 ビーチフラッグス（5.6年女子）予選

12:45 ニッパーボードレース（5.6年男子）予選  

13:05 ニッパーボードレース（5.6年女子）予選

13:25 ウェーディングレース（1.2年MIX） 

13:45 ランスイムラン（3.4年男子）決勝

14:00 ランスイムラン（3.4年女子）決勝

14:25 ビーチフラッグス（1.2年MIX）予選

15:05 ビーチフラッグス（3.4年女子）予選

15:20 ビーチフラッグス（3.4年男子）予選

15:55 ニッパーボードレース（3.4年女子）決勝

16:10 ニッパーボードレース（3.4年男子）決勝  

16:30

17:00

2日目

時間 内　容 時間 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

9:30 ランスイムラン（5.6年女子）決勝

9:45 ランスイムラン（5.6年男子）決勝  

10:10 ビーチフラッグス(1.2年MIX) 決勝

 10:40 ビーチフラッグス (3.4年女子/男子)決勝

11:30

12:10 タップリンリレー（3.4年生MIX）決勝  

12:30 タップリンリレー（5.6年生女子）決勝

12:50 タップリンリレー（5.6年生男子）決勝

 13:20 ビーチフラッグス(5.6年女子/男子)決勝

14:10 ニッパーボードレース(5.6年女子)決勝 　  

14:25 ニッパーボードレース(5.6年男子)決勝

14:40 ニッパーボードリレー決勝 　  

15:10

15:40

サーフエリア ビーチエリア

開会式

表彰式（ランスイムラン5.6年　ビーチフラッグス1.2年/3.4年）

表彰式（タップリンリレー3.4年/5.6年　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

終了予定

表彰式（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

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 ：１４チーム □ 選手人数 ：１５５名

□ 審判員 ：２２名 □ スタッフ ：１８名

■大会参加人数及び観覧者数

■種目別競技者数

チーム 番号 チーム略称 ｼﾞｭﾆｱ男子・計 ｼﾞｭﾆｱ女子・計 参加数合計

1 あおぞらLC 6 5 11

2 大竹SLSC 0 1 1

3 勝浦LSC 4 7 11

4 鎌倉LG 12 7 19

5 KITAJIMAQUATICS 4 2 6

6 下田LSC 2 4 6

7 湘南ひらつかLSC 4 4 8

8 世田谷ｽｲﾐﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 4 0 4

9 館山SLSC 8 8 16

10 TKS 9 4 13

11 西浜SLSC 24 11 35

12 ﾊﾞﾃﾞｨ冒険団 13 4 17

13 山形LSC 0 2 2

14 湯河原･稲毛LSC 3 3 6

計 93 62 155

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 ﾚｰｽ ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ 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 11 20 20

男子 10 33 31

女子 16 23 20 女子 5

上記中、3.4年生は0名 上記中、3.4年生は0名 上記中、3.4年生は0名 男子 5

男子 21 27 25

上記中、3.4年生は0名 上記中、3.4年生は0名 上記中、3.4年生は0名

11

混合 42 43 混合小学1,2年生小学1,2年生

小学3,4年生 8混合小学3,4年生

小学5,6年生

小学5,6年生
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参加実績-2
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会場図

Place.
岩井海岸（千葉県県南房総市）

Date.
2016/08/27-28

Title.
第13回ジュニア・ライフセービング競技会

20m

ビーチフラッグス
25m×25m

式典

※海の家

選手テント

競技器材
置場

40m

30m

サーフ招集

サーフ記録

安全課

ビーチ招集＆記録

アップエリア

無料駐車場

観光バス専用
※利用不可

審判員/スタッフ

本部/音響

プレス/来賓

販売（軽食・岩井観光協会）

販売（㈱ＴＫＳ）

総合記録/公式掲示板
（トラック）

岩井海岸監視所

審判員/スタッフ 1 10 5

本部/音響 1 10 6

プレス/来賓 1 11 6

販売（軽食） 1 2 2

販売（カワスポ） 1 2 2

ビーチ招集＆記録 1 3 2

サーフ招集 1 2 1

サーフ記録 1 2 1

総合記録（トラック） 3 3

安全課 1 5 2

計 11張 50脚 30台

フラッグス 16本

サーフ 34本

競技器材置場 24 14

計 50本 24個 14本

サーフエリア
150ｍ

選手テント
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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（チーム）
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競技結果-6（総合）



14

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

選手宣誓
鎌倉ライフガード ランブル・オリオン選手

ご来賓挨拶
南房総市観光協会岩井支部 支部長 川名 敏行 様

審判宣誓
出井 裕之 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
監事 文珠寺 裕之
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会場装飾物写真・他スナップ写真




