
実施報告書

内閣府特定非営利活動法人

日本ライフセービング協会

第7回ジュニア・ライフセービング競技会

～with 第2回JLA classic～

2010.8/22[SUN] 片瀬東浜海水浴場（神奈川県藤沢市）

スポーツ振興くじ助成事業



1

title content

実施概要 開催概要、大会概要 P 2

大会要項 要項一覧 P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

公式記録写真 開会式 P 8

クラシック競技（サーフスキレース、レスキューボー P 9

ドリレー、ランスイムラン、ビーチフラッグス）

ジュニア競技（ランスイムラン、ニッパーボード P 10

レース、スイムリレー）

ジュニア競技（ビーチフラッグス）、ジュニアブース P 11

イベント（Kidsライフセービング、綱引き） P 12

表彰式、閉会式 P 13

P 14

会場装飾・製作物 式典会場、JLAのぼり、JLAバナー、JLA大会バナー P 15

表彰メダル

日本財団横断幕、スポーツ振興くじ助成事業横断幕 P 16

、大会パンフレット

取材一覧 テレビ局、雑誌社、その他 P 17

ジュニア競技会／競技結果

page

ジュニア競技会参加チーム&大会参加実績

タイムテーブル

大会関係者一覧

運営組織図

目次



2

大会概要

名 称 ：

日 程 ：

場 所 ：

主 催 ：

後 援 ：

助 成 ：

協 力 ：

競技種目：

大会役員：

第７回ジュニア・ライフセービング競技会 ～with 第２回JLA classic～

平成２２年８月２２日（日）

片瀬東浜海水浴場（神奈川県藤沢市）

特定非営利活動法人日本ライフセービング協会

藤沢市、藤沢市教育委員会、ウォーターセーフティーニッポン、社団法人藤沢市観光協会、

江の島海水浴場営業組合

スポーツ振興くじ助成事業

森永製菓株式会社、日本製粉株式会社、日本ライフセービング協会神奈川県支部、

NPO法人西浜サーフライフセービングクラブ

※ランスイムラン、ニッパーボードレースに出場する方は、小学生は連続して75ｍ、中学生・35歳以上の方は連続して100ｍ以上

泳げる方でなければなりません。

※ニッパーボードレースに出場する方は、ニッパーボード（子供用パドルボード）に乗ったことがある方とします。ニッパーボー

ドをお持ちでない方は、主催者より貸出します。

※スイムリレーは、3人1組とし、1団体より1チームのみの参加とします。（小学生混合の部、中学生混合の部）

※サーフスキーレースに出場する方は、ライフセービング競技規則2010年版の規格に合わせたサーフスキーを個人で準備できる方

とします。

※レスキューボードリレーに出場する方は、パドルボードでパドリング経験のある方とします。この場合のパドルボードとは、レ

スキューボード、マリブボード、サーフボードなどを指します。ボードは主催者側で準備します。

大会会長 日本ライフセービング協会理事長 小峯 力

大会副会長 日本ライフセービング協会副理事長 山本 利春

大会役員 日本ライフセービング協会理事 中川 儀英

大会役員 日本ライフセービング協会理事 土志田仁

大会役員 日本ライフセービング協会理事 高野 絵美

大会役員 日本ライフセービング協会理事 松本 貴行 ※今大会大会実行委員長

大会役員 日本ライフセービング協会理事 泉田 昌美

大会役員 日本ライフセービング協会理事 森井 秀明

実施概要

開催趣旨

本競技会は、ライフセービング競技を通じて青少年に生命と自然の大切さや海の楽しさを伝え、水辺の事故防止に

つながる安全意識の普及・啓発を図ることを目的とする。また、JLAクラシック部門を設け35歳以上の大人の方も

参加できるイベントを導入することで年齢、性別を超え、親子の絆を深め、共に友情を深めるための良い機会とな

ることを目的として開催する。

№ 種 目 名

ジュニア部門 クラシック部門

小学生 中学生 35歳以上

3.4年(男女混合) 5.6年男 5.6年女 男子 女子 男子 女子

1 ビーチフラッグス 15ｍ程度 20ｍ程度

2 ランスイムラン ラン約75m⇒スイム1周約75m⇒ラン約75m ラン約100m⇒スイム1周約100m⇒ラン約100m

3 ニッパーボードレース 1周75ｍ程度 1周100ｍ程度

4 スイムリレー 1周75ｍ程度 1周100ｍ程度

5 サーフスキーレース 1周500ｍ程度

6 レスキューボードリレー 1周500ｍ程度
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要項一覧

参加資格：

参 加 費 ：

表 彰 ：

競技規則：

W – u p ：

撮影規定：

そ の 他 ：

ジュニア部門≫≫小学生３年生以上、中学生で保護者の同意を得た健康な男女

クラシック部門≫≫大会当日に35歳以上の健康な男女

ジュニア部門≫≫１名1,000円（2ドリンク＋お菓子引換券付）

クラシック部門≫≫1名2,000円（3ドリンク引換券付）

（上記参加費は、保険料、記念Ｔシャツ代等を含む）

ジュニア部門≫≫各種目１位から３位の選手の表彰を行い、メダルを授与する。

クラシック部門≫≫ファンレースのため表彰は行わない。

①原則として、日本ライフセービング協会「ライフセービング競技規則2010年版」に基づいた「大会競

技規則」に則り実施する。その他、必要な事項については、大会実行委員会において決定する。

②例年スイムリレーのバトンで利用しているレスキューチューブは使用せず、身体の一部へタッチする

方法を採用する。

③ビーチフラッグス決勝戦の順位は、4位から優勝までを決定する。ただし、表彰は他の種目同様、1位

から3位までを表彰対象とする。

ウォーミングアップ（W-up）について・・・

①W-upは、必ず保護者もしくはチーム関係者の監視の下で行う。

②ニッパーボードレースのW-up時間は、スイムリレー予選終了後のみとし、必ず競技エリア内で行う。

③ニッパーボードレース以外の種目については、遊泳区域内で行い一般の遊泳者のご迷惑とならないよ

う十分にご注意いただく。

大会中に大会主催者および大会主催者が認めた者が撮影した写真や映像を、ライフセービングの広報の

目的で使用することがある。

● 大会中に大会主催者が撮影を制限したり、拒否したりすることがある。

● 大会主催者への提出書類の記載事項に虚偽が認められた場合、大会への参加や記録が取り消されるこ

とがある。

①参加者各チームのコンペティションキャップ（あごひもつき）またはスイムキャップを着用いただく。

なお、キャップがない場合は、大会主催者側で当日レンタルする。

②大会主催者が指定する衣類を競技中に着用していただくことがある。

大会要項
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運営組織図

ビーチ

藤田善照

審判長兼上訴審判員 サーフ

渡辺智美 武内万昌

召集員

泉田昌美

海上審判員（安全含む）

中島重之、平藤昌寛

実行委員長 総合レコーダー記録員 記録員

松本貴行 三浦慶子　 渡辺彩子（ビーチ）、橘川克巳（サーフ）

実行委員会 器材・会場設営　責任者 スタッフ

高野絵美 川地政夫 株式会社オフサイド

泉田昌美

丸田重夫 医務 司会／進行

植木将人 吉井久倫 原田美樹

渡辺智美 事務局責任者：佐藤

橘川克巳 来賓対応　責任者

阿部健 中山昭

事務局

中山昭 広報・プレス 責任者

川地政夫 川地政夫

三浦慶子

佐藤洋二郎 キッズチャレンジ

オフサイド田川 植木将人

オフサイド本多

ジュニアブース

藤井正弘、丸田重夫、植木将人

JLAクラシック

高野絵美、中山昭、阿部健
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大会関係者一覧

役　職

大会実行委員長 松本　貴行

大会会長 小峯　力

大会副会長 山本 利春

大会役員 泉田 昌美

高野 絵美

土志田 仁

中川 儀英

松本　貴行 （日本ライフセービング協会理事）

森井 秀明

審判長（兼上訴審判員） 渡辺　智美

召集員（マーシャル） ◎泉田　昌美 坂本 千佳子 伊丹 梨乃（審ス）

総合記録員 ◎三浦　慶子 柏　誌央（ス） 網本 大輝（ス）

JLAクラシック ◎中山　昭 高野　絵美 阿部　健 競技運営・審判委員会

西山　俊
※ﾋﾞｰﾁ兼任

伊藤　彩香
※ﾋﾞｰﾁ兼任

花岡　香那
※ﾋﾞｰﾁ兼任

永松　直之（ス）
※事務局兼任

加賀　勇人（ス）
※事務局兼任

小久保　翔太（ス）
※事務局兼任

武藤　巧（ス）
※事務局兼任

競技別審判長 藤田  善照

出発合図員（スターター） 五十嵐　勉

審判員(コース審判、着順審判ビデオ含む) 神田　正己 谷中　一朝 河内　莉香子 坂本　靖

藤田　恵巳 高崎　千鶴

記録員（レコーダー） ◎渡邉　彩子 利根川　莉奈（審ス） 大田　航平（ス）

スタッフ 石川　拓実（ス） 小川　裕也（ス） 勝浦　脩司（ス） 大野　啓太（ス）

西山　俊
※ｸﾗｼｯｸ兼任

伊藤　彩香
※ｸﾗｼｯｸ兼任

花岡　香那
※ｸﾗｼｯｸ兼任

競技別審判長 武内　万昌

出発合図員（スターター） 氏家　秀敏

審判員(コース審判、着順審判ビデオ含む) 中村　勝 内堀　美行 和田　桂子 岡田　早織

梅田　裕章

海上審判員、安全含む 中島　重之　 平藤 昌寛 

記録員（レコーダー） ◎橘川　克巳 関口　愛理（審ス） 井上　裕司（ス）

スタッフ 大北　恭輔（ス） 阿部　祐哉（ス） 世良　祐介（ス） 山木　雄矢（ス）

器材・会場係 ◎川地　政夫 株式会社オフサイド

ドクター 吉井　久倫

司会・進行係 原田　美樹 川地　政夫

事務局 ◎中山　昭 川地　政夫 三浦　慶子 佐藤　洋二郎

田川　義行（ｵﾌｻｲﾄﾞ） 本多　通真（ｵﾌｻｲﾄﾞ）

事務局スタッフ 坂口　祐太郎（ス）
※KC兼任

関　航大（ス）
※KC兼任

木村　円香（ス）
※KC兼任

福原　歩波（ス）
※KC兼任

永松　直之（ス）
※ｸﾗｼｯｸ兼任

加賀　勇人（ス）
※ｸﾗｼｯｸ兼任

小久保　翔太（ス）
※ｸﾗｼｯｸ兼任

武藤　巧（ス）
※ｸﾗｼｯｸ兼任

三井　晴太（ス） 岡田　拓哉（ス）

動画撮影 森　洋行（Jｒ委）

キッズチャレンジ ◎植木　将人（Jr委）

坂口　祐太郎（ス）
※KC兼任

関　航大（ス）
※KC兼任

木村　円香（ス）
※事務局兼任

福原　歩波（ス）
※事務局兼任

ジュニアブース ◎藤井　正弘（Jr委） 丸田　重夫（Jr委） 植木　将人（Jr委） 鈴木　美紅（ス）

金原　優也（ス） 橋本　山輝人（ス）

氏　　　　名

（日本ライフセービング協会理事）

（日本ライフセービング協会理事）

（日本ライフセービング協会理事長）

（日本ライフセービング協会副理事長）

総務関連

（日本ライフセービング協会理事）

（日本ライフセービング協会理事）

（日本ライフセービング協会理事）

ビーチエリア

サーフエリア
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タイムテーブル

開始 ビーチエリア 開始 サーフエリア

6:45 オフィシャル・スタッフ集合

7:00 クラシック受付

7:30 7:30 サーフスキー（クラシック） FAN　

レスキューボードリレー（クラシック） FAN　

8:00 ジュニア受付 ランスイムラン（クラシック） FAN　

8:30 ジュニア集合

9:00 開会式 9:00 開会式

9:40 ビーチフラッグス（3.4mix） 予選 9:40 ランスイムラン（中・男子） 予選

ランスイムラン（5.6・男子） 予選

10:30 ビーチフラッグス（中・男子） 予選 10:30 ランスイムラン（3.4mix） 予選

11:10 ランスイムラン（3.4mix） 決勝

ランスイムラン（中・女子） 決勝

ランスイムラン（5.6・女子） 決勝

ランスイムラン（5.6・男子） 決勝

ランスイムラン（中・男子） 決勝

12:00 表彰式 12:00

12:30 ビーチフラッグス（クラシック男子） FAN　

ビーチフラッグス（クラシック女子） FAN　

13:00 ビーチフラッグス（中・女子） 予選 13:00 ニッパーボードレース（中・男子） 予選

13:30 ビーチフラッグス（5.6男子） 予選

ビーチフラッグス（5.6女子） 予選 13:45 ニッパーボードレース（3.4mix） 予選

14:20 ニッパーボードレース（5.6・男子） 予選

14:30 ビーチフラッグス（3.4mix） 決勝 ニッパーボードレース（中・女子） 予選

14:50 ビーチフラッグス（5.6男子） 決勝

ビーチフラッグス（5.6女子） 決勝

15:00 ニッパーボードレース（中・女子） 決勝

15:30 ビーチフラッグス（中・女子） 決勝 ニッパーボードレース（中・男子） 決勝

ビーチフラッグス（中・男子） 決勝 ニッパーボードレース（3.4mix） 決勝

ニッパーボードレース（5.6・女子） 決勝

ニッパーボードレース（5.6・男子） 決勝

16:00 スイムリレー（小学生の部） 決勝

スイムリレー（中学生の部） 決勝

16:30 閉会式・表彰式・ビーチパーティー 16:30 閉会式・表彰式・ビーチパーティー

※大会運営やエントリー状況の都合上、各競技のスタート時間に変更有り。
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ジュニア競技会参加チーム一覧＆大会参加実績

番号 クラブ 男子 女子 参加人数

1 昭島市立　田中小学校 1 0 1

2 大磯ライフセービングクラブ 3 0 3

3 大竹サーフライフセービングクラブ 2 2 4

4 柏崎ライフセービングクラブ 3 3 6

5 鎌倉ライフガード　第一中 12 0 12

6 カワサキスイミングクラブ 4 8 12

7 攻玉社ライフセービングクラブ 2 0 2

8 こどもの城 5 2 7

9 サーフ９０藤沢ライフセービングクラブ 4 0 4

10 十文字中学校ライフセービングクラブ 0 14 14

11 湘南ひらつかライフセービングクラブ　ヒラッパーズ 3 4 7

12 館山サーフライフセービングクラブ 3 4 7

13 多摩スポーツセンター 2 2 4

14 北谷公園サンセットビーチライフセービングクラブ 8 1 9

15 西浜サーフライフセービングクラブ 32 18 50

16 二宮ライフセービングクラブ 2 0 2

17 バディ冒険団 11 2 13

18 葉山ニッパーズ 2 2 4

19 藤沢市立鵠洋小学校 1 0 1

20 盛岡ライフセービングクラブ 3 0 3

21 湯河原ライフセービングクラブ 9 2 11

22 NPO法人オーシャンファミリー海洋自然体験センター／葉山海洋スポーツ塾 8 9 17

23 成城学園ライフセービングチーム 43 0 43

24 東京都練馬区立開進第一小学校 1 0 1

25 東京都町田市立小山田中学校 1 0 1

165 73 238合計
2009年度　18クラブ　118名（男子70 女子48）

ジュニア競技会参加チーム

参加実績

選手参加数 25チーム 238名【男子165名／女子73名】 ※第6回大会実績 18チーム 118名

選手参加数 29名 【男子23名／女子6名】（同伴者23名） ※第1回大会実績 29名（同伴者32名）

審判員数 22名

スタッフ数 51名

観覧者／応援者数 約500人

ジュニア

クラシック

共通
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開会式

公式記録写真

主催者挨拶

日本ライフセービング協会

理事長 小峯 力

選手宣誓

盛岡LSC

佐々木 勝馬 選手

審判宣誓

サーフエリア スターター

氏家 秀敏 審判員

来賓ご挨拶

藤沢市長

海老根 靖典 様 代理

開会式の様子

全体集合写真
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公式記録写真

サーフスキーレース（クラシック）

レスキューボードリレー（クラシック）

ビーチフラッグス（クラシック）

ランスイムラン（クラシック）
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公式記録写真

ランスイムラン（ジュニア）

ニッパーボードレース（ジュニア）

スイムリレー（ジュニア）
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公式記録写真

ビーチフラッグス（ジュニア）

ジュニアブース（テント）
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Kids ライフセービング（イベント）

公式記録写真

綱引き（イベント）
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公式記録写真

表彰式・閉会式

主催者総評

大会実行委員長

日本ライフセービング協会

理事 松本 貴行

表彰式プレゼンター兼 閉会式列席者

RESCUE2010 日本代表選手

表彰式プレゼンター兼 閉会式列席者

ご来賓及び日本ライフセービング協会 大会役員
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ジュニア競技会／競技結果

順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 浜田　冬馬 はまだ　とうま 柏崎LSC

2 井上　祐里 いのうえ　ゆうり 西浜SLSC

3 竹内　優希 たけうち　ゆうき 藤沢市立鵠洋小学校

順位 選手名 ふりがな クラブ名 順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 並松　竜太郎 なみまつ　りゅうたろう 西浜SLSC 1 内堀　夏怜 うちぼり　かれん 西浜SLSC

2 和田　拓海 わだ　たくみ 西浜SLSC 2 山下　晏路 やました　あんじ 葉山ニッパーズ

3 後藤　健斗 ごとう　けんと こどもの城 3 関口　はるか せきぐち　はるか カワサキSC

順位 選手名 ふりがな クラブ名 順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 浅野　暢来 あさの　いたる 鎌倉LG 1 米川　百花 よねかわ　ももか 大竹SLC

2 髙梨　友美生 たかなし　ゆみお 成城学園LST 2 市川　歩美 いちかわ　あゆみ 西浜SLSC

3 平井　翔 ひらい　しょう 鎌倉LG 3 深作　萌 ふかさく　もえ 湘南ひらつかLSC ヒラッパーズ

順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 船岡　唯斗 ふなおか　ゆいと 柏崎LSC

2 小又　忠士 おまた　ただし 二宮LSC

3 相馬　大輝 そうま　だいき 西浜SLSC

順位 選手名 ふりがな クラブ名 順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 皆川　貴海 みながわ　たかうみ 西浜SLSC 1 宮田　成美 みやた　なるみ バディ冒険団

2 渡辺　太朗 わたなべ　たろう 西浜SLSC 2 松本　桃子 まつもと　ももこ 西浜SLSC

3 翠生　龍二 みすお　りゅうじ 西浜SLSC 3 内堀　夏怜 うちぼり　かれん 西浜SLSC

順位 選手名 ふりがな クラブ名 順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 上野　凌 うえの　りょう 西浜SLSC 1 上野　真凛 うえの　まりん 西浜SLSC

2 見角　凌介 みかど　りょうすけ 西浜SLSC 2 高橋　志穂 たかはし　しほ 柏崎LSC

3 小又　英一郎 おまた　えいいちろう 二宮LSC 3 伊藤　優子 いとう　ゆうこ 湯河原LSC

順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 船岡　唯斗 ふなおか　ゆいと 柏崎LSC

2 井上　祐里 いのうえ　ゆうり 西浜SLSC

3 橋本　華 はしもと　はな 西浜SLSC

順位 選手名 ふりがな クラブ名 順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 皆川　貴海 みながわ　たかうみ 西浜SLSC 1 関口　はるか せきぐち　はるか カワサキSC

2 渡辺　太朗 わたなべ　たろう 西浜SLSC 2 松本　桃子 まつもと　ももこ 西浜SLSC

3 森野　郁也 もりの　ふみや バディ冒険団 3 宮田　成美 みやた　なるみ バディ冒険団

順位 選手名 ふりがな クラブ名 順位 選手名 ふりがな クラブ名

1 上野　凌 うえの　りょう 西浜SLSC 1 上野　真凛 うえの　まりん 西浜SLSC

2 櫻井　希 さくらい　のぞみ 西浜SLSC 2 高橋　志穂 たかはし　しほ 柏崎LSC

3 永石　哲朗 ながいし　てつろう バディ冒険団 3 加藤　りの かとう　りの 西浜SLSC

順位 クラブ名 順位 クラブ名

1 西浜サーフライフセービングクラブ 1 西浜サーフライフセービングクラブ

2 カワサキスイミングクラブ 2 バディ冒険団

3 こどもの城 3 十文字中学校ライフセービングクラブ

ビーチフラッグス（中学生 男子） ビーチフラッグス（中学生 女子） 

ビーチフラッグス（小学生3、4年生 男女）

ビーチフラッグス（小学生5・6年生 男子） ビーチフラッグス（小学生5・6年生 女子）

ボードレース（中学生 男子） ボードレース（中学生 女子）

ボードレース（小学生3・4年生 男女）

ボードレース（小学生5・6年生 男子） ボードレース（小学生5・6年生 女子）

スイムリレー（小学生の部） スイムリレー（中学生の部）

【個人種目】

【チーム種目】

ランスイムラン（中学生 男子） ランスイムラン（中学生 女子）

ランスイムラン（小学生3・4年生 男女）

ランスイムラン（小学生5・6年生 男子） ランスイムラン（小学生5・6年生 女子）

渡辺　太郎（わたなべ　たろう）
松本桃子（まつもと　ももこ）

皆川貴海（みながわ　たかうみ）

佐野　由弥（さの　ゆうや）
関口　はるか（せきぐち　はるか）

川辺　美咲（かわべ　みさき）

藤澤　優樹（ふじさわ　ゆうき）
後藤　健斗（ごとう　けんと）

武村　知旺（たけむら　ともあき）

選手名 選手名

上野　凌（うえの　りょう）
上野　真凛（うえの　まりん）
櫻井　希（さくらい　のぞみ）

永石　哲朗（ながいし　てつろう）
森野　友也（もりの　ともや）
宮田　隼人（みやた　はやと）

志賀　茜（しが　あかね）
加藤　凪紗（かとう　なぎさ）
高橋　サト（たかはし　さと）
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会場装飾・製作物

式典会場 JLAのぼり

JLAバナー JLA大会バナー

金メダル 銀メダル 銅メダル

表彰メダル
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会場装飾・製作物

スポーツ振興くじ助成事業 （独立行政法事スポーツ振興センター） 横断幕

水の事故ゼロ運動推進協議会 （日本財団） 横断幕

表紙 裏表紙

大会パンフレット

中面
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社名又は媒体名 掲載・放送日（予定日） 掲載内容・放送内容

テレビ神奈川 8月22日（日）18：００～2分 大会の様子を放送

取材一覧

テレビ局

社名又は媒体名 掲載･放送日（予定日） 掲載内容・放送内容

舵社 2010年11月号発行予定 「ライフセービングマガジン」にて、

大会記事を掲載

雑誌社

社名又は媒体名 掲載･放送日（予定日） 掲載内容・放送内容

オフィシャル

カメラマン

公式記録撮影

その他


