第 28 回全日本ライフセービング種目別選手権大会
～Surf Carnival / Rescue92 Memorial～
審判員・スタッフ参加募集要項

種目別
審判１次要項
2015 年 4 月 13 日

第 28 回全日本ライフセービング種目別選手権大会
実行委員会
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、下記の通り「第 28 回全日本ライフセービング種目別選手権大会」を開催いたします。
つきましては開催にあたり審判員・スタッフを募集させていただきますのでご参加をお待ち申し上げます。
敬具
■名
称
■日
程
■場
所
■主
催
■後援(予定)
■協
賛
■協力(予定）

第 28 回全日本ライフセービング種目別選手権大会
2015 年 6 月 13 日（土）
・6 月 14 日（日）
内海海岸千鳥ヶ浜海岸（愛知県知多郡南知多町）
特定非営利活動法人日本ライフセービング協会
国土交通省、海上保安庁、愛知県、南知多町 ほか
未定
内海観光協会、有限会社吉田三郎商店、愛知ライフセービングクラブ

■競技種目

●個人種目
01 サーフレース（女）
02 サーフレース（男）
03 サーフスキーレース（女）
04 サーフスキーレース（男）
05 ボードレース（女）
06 ボードレース（男）
07 オーシャンマン
08 オーシャンウーマン
09 ビーチフラッグス（女）
10 ビーチフラッグス（男）
11 ビーチスプリント（女）
12 ビーチスプリント（男）
13 2ｋｍビーチラン（女）
14 2ｋｍビーチラン（男）

※登録種目数は 1 人 2 種目までとします。3 種目以上出場する場合は追加費用をお支払いいただきます。
※前回実施しておりましたチーム種目について、本大会では運営上におけるタイムテーブルの制約により
実施を見送らせていただいております。何卒ご理解ご了承のほどお願い致します。
■競技規則
競技規則 2014 年版に従って実施します。
■表彰
各競技上位 1～8 位を入賞とします。また、1～3 位はメダルを授与し表彰式で表彰します。なお、総合の
表彰はございません。

■タイムテーブル (大枠予定)
6/13（土） 12：00 開会式
12：30 競技開始
17：30 1 日目表彰式
6/14（日） 7：30 競技開始
16：30 2 日目表彰式/閉会式
※詳細確定版は、エントリー締切・集計後にご案内致します。
■役職
1．審判員･･･有効なＣ級審判員資格以上の方
スターター／スタートに関すること
ジャッジ／競技中の反則、着順に関すること
マーシャル／選手の招集に関すること
レコーダー／競技の記録、集計に関すること
器材、その他大会運営に必要な業務 ほか
2.スタッフ･･･大会運営に必要な業務に携わっていただきます。
3.その他 ･･･司会進行補助員を募集します。
（ご興味のある方は、事務局までご連絡下さい)
■参加条件
①

本協会の 2015 年度の個人正会員または個人一般会員、個人高校生会員として登録（会費納入）
されていること（スタッフは除く）
。
※申込締切期日までに、必ず年会費をお振込下さい。
② 有効な審判員資格を取得していること（スタッフは除く）
。
③ 本大会に選手登録をしていない方。
④ 大会期間を通して参加できる方。
⑤ 審判員業務全般が支障なく遂行できること。
※申込多数の場合は、チーム選出審判員、次に 2 日間できる方を優先させていただきます。
また、〆切日前であっても、申込を締め切る場合もございますのでご了承願います。
※個人情報（氏名）が大会プログラムに掲載される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※係（担当）につきましては、競技運営・審判委員会及び事務局で決めさせていただきます。
※参加申込書内の「役職経験」
・
「研修会参加履歴」
・
「BLS（CPR+AED）資格」に申告して下さい。

■審判員・スタッフ会議
競技進行や競技上の注意事項について説明する会議を開催いたします。審判員・スタッフの方は、必ず出
席してください。なお、日時と場所の詳細は２次要項にてご案内いたします。
■交通費
１．審判員
･･･ 上限 5,000 円の実費精算。後日、指定口座に振込みます。
２．スタッフ
･･･ 一律 3,000 円の精算。後日、指定口座に振込みます。
※審判員・スタッフ参加申込書にご自宅最寄駅と公共交通機関を記入してください。
※車での来場の場合も、公共交通機関の運賃計算となります。

※2015 年度も口座振込での精算を継続運用いたします。指定口座情報は間違いのないよう
にご記載ください。万が一、再振込みが生じた場合は、振込手数料を差し引いた金額を振
り込ませていただきますのであらかじめご了承ください。
■宿泊（審判員）
6 月 13 日（土）の宿泊をご用意させていただきます（スタッフは除く）
。
宿泊先の詳細は 2 次要項にてご連絡いたします。
■食事（審判員）
6 月 13 日（土）
昼食（会場）
、夕食（補助または宿舎 ※両日参加の審判員のみ）
6 月 14 日（日）
朝食（会場）
、昼食（会場）
※6/13〜6/14 の両日に審判員として参加していただき、かつ 6/13 に宿泊される方への 6/13 の夕食は、補
食費 1,000 支給か、または宿舎でご用意します。6/14 のみ参加の方は、補助又は夕食はございません。
※スタッフの方は、朝食（6/14）
・昼食（6/13・6/14）をご用意させていただきます。

■ユニフォーム
◎審判員の方
公式ユニフォーム【白ポロシャツ・紺短パン・白帽子・会員カード・審判員カード（カード
ケースはご自身でご用意ください）
】をご用意願います。まだ支給を受けたことのない方は、
大会会場にて当日ユニフォームをお渡しします。また、笛、ペン、水着、雨具・防寒具（ウ
ェットスーツやラッシュガード等）
、ならびに靴、靴下も各自ご用意ください。サンダル等（ク
ロックスサンダルを含む）はご遠慮ください。
※ご自分が所属しているチームのユニフォーム等での参加はできませんのでご注意ください。
※オーシャンエリアのジャッジの方には海に入っていただくことがありますので、水着を着
用願います（可能であれば、各自ウエットスーツやラッシュガード等をご用意ください）
。
※IRB 審判員、安全、器材関連の方は動きやすい服装であれば何でもかまいません（各自ウ
エットスーツやラッシュガード等をご用意ください）
。
※大会中は、両手のあくウェストポーチをご活用ください（肩掛けはご遠慮ください）
。
◎スタッフ・その他の方
総務関係の接遇係・広報係・催事係・司会進行補助員の方は特に指定はありませんが、接客
することが多いと思いますのでチノパン、ポロシャツ（白又は紺、黒）
、防寒具、雨具などを
各自ご用意ください。
※ご自分が所属しているチームのユニフォーム等での参加はできませんのでご注意ください。
■お申し込み方法
別紙の「審判員・スタッフ参加申込書」に必要事項を記入の上、協会事務局へ、郵送・FAX または、日本
協会のホームページから書式をダウンロードしていただき、それを E-mail にてお送りください。
◇ E-mail → compe@jla.gr.jp
◇ 郵送
→ 〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-18 トップスビル 1F
日本ライフセービング協会 「種目別」宛
◇ FAX
→ 03-3459-1446 ※送信後、確認のお電話をお願いします。

郵送
：2015 年 5 月 14 日（木） 消印有効
FAX・E-mail ：2015 年 5 月１4 日（木） 24：00 までに受信完了分有効
提出方法提出書類等の概要
書類関係

費用関係

注）

④審判員・スタッフ申込用紙

⑧会員登録及び個人（一般会員
/正会員）年会費（2015 年度）

提出方法
郵送提出またはメール提出

提出期限（締切）
2015 年 5 月 14 日（木）24：00 受信分（メール）、
2015 年 5 月 14 日（木）当日消印有効（郵送）

http://www.jla.gr.jp/home.htm
「会員になるには」をご参照の

2015 年 5 月 14 日（木）当日消印有効

上、手続き下さい

※参加規定を満たしていない場合、参加費の未納等により、大会参加を受け付けない場合がありますのでご注意ください。
※参加申し込み締切り日までに、会員登録および会費納入の手続きをされていない団体・個人会員の方は、本大会に出場で
きませんので、予めご了承下さい。

■キャンセルについて
エントリー状況などを考慮して競技役員・スタッフの人数を適正に配置しています。欠員が出ることで大
会運営全体に支障をきたす場合がありますので、申し込み後のキャンセルは極力ご遠慮下さいますようお
願いします。やむを得ずキャンセルの場合は、必ず代理の方をご選出いただきますようご協力の程お願い
申し上げます。
（なお、既に審判員参加申込をしている方以外でご選出下さい）
。
宿泊希望の場合は、キャンセル料が発生することもありますので、あらかじめご了承ください。
■Ｃ級審判員養成講習会および審判員研修会
Ｃ級審判員養成講習会を 4/26（日）東京ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校で開催します。詳細は JLA ホームページ
でご確認ください。
http://jla.gr.jp/?post_type=unei_shinpaniinkai

■ラッシュガードの着用について
公式競技会におけるオーシャン競技・サーフ種目におけるラッシュベストの着用は義務となります。
選手はラッシュベストの着用なしでの参加は認められません。
■お申し込み・お問い合わせ先
日本ライフセービング協会 事務局
〒105-0013 東京都港区浜松町 2－1－18 トップスビル 1 階
TEL:03-3459-1445 FAX:03-3459-1446

