第 8 回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会
審判員/スタッフ 参加募集要項

学生プール
審判 1 次要項
2016 年 12 月吉日

第8回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会
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。

平素は当協会事業に対しまして格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、下記の通り「第 8 回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会」を開催いたします。
つきましては、審判員・スタッフを募集させていただきますので皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

敬具
記
■日
程
■場
所
■主
催
■後援(予定)
■協賛(予定)
■協力(予定)
■競技種目

2017 年 2 月 25 日（土）～26 日（日）
宮城県総合運動公園総合プール（愛称 セントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール）
特定非営利活動法人日本ライフセービング協会
スポーツ庁、宮城県、宮城県教育委員会、利府町、利府町教育委員会、
公益財団法人日本水泳連盟
株式会社三洋物産/株式会社三洋販売
有限会社吉田三郎商店
[個人種目]
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200ｍ障害物スイム（女）
200ｍ障害物スイム（男）
50ｍマネキンキャリー（女）
50ｍマネキンキャリー（男）
100ｍレスキューメドレー（女）
100ｍレスキューメドレー（男）
100ｍマネキンキャリー・ウィズフィン（女）
100ｍマネキンキャリー・ウィズフィン（男）
100ｍマネキントウ・ウィズフィン（女）
100ｍマネキントウ・ウィズフィン（男）
200ｍスーパーライフセーバー（女）
200ｍスーパーライフセーバー（男）

[チーム種目] 各チーム（男女別）からのエントリーは 1 組のみとします。
13
4×50ｍ障害物リレー（女）
14
4×50ｍ障害物リレー（男）
15
4×25ｍマネキンリレー（女）
16
4×25ｍマネキンリレー（男）
17
ラインスロー（女）
18
ラインスロー（男）
[特別種目] 各チーム（男女別）からのエントリーは 1 組のみとします。
19 メドレーリレー【Intercollegiate Relay version】(女)
20 メドレーリレー【Intercollegiate Relay version】(男)
21 ＢＬＳアセスメント (女) ＜各チーム 2 名抽選＞
22 ＢＬＳアセスメント (男) ＜各チーム 2 名抽選＞
ＢＬＳアセスメントについては、必須参加種目とし、各チームの登録競技者の中から
2 名を抽選で選出します。詳細や得点につきましては別紙でお知らせいたします。な
お、表彰対象とは致しません。

[オープン種目] 各チーム（男女別）からのエントリーは 1 組のみとします。
23
4×50ｍメドレーリレー（女）
24
4×50ｍメドレーリレー（男）
◆ ※印の種目は、エントリーする条件としてエントリー標準タイムを設定します。詳細は別紙「エント
リー標準タイム導入について」を参照してください。
◆ 下線のある種目は、タイム決勝で行います。
◆ ＢＬＳアセスメントについては、1 回の手技にて行います。
◆ チーム種目および特別種目は、各チームから１チームのみのエントリーとします。
◆ 【特別種目】メドレーリレーについては、決勝に出場できない 9 位/10 位/11 位の学校から 1 名ずつ
選出し選抜チームを作ります。この選抜チームは、1 位から 8 位を決定する決勝戦に出場することが
出来ます。ただし、順位および得点は入りません。大会記録を出した場合は公式記録として認めます。
◆ 【オープン種目】4×50ｍメドレーリレーについては今大会では得点、メダルの授与の対象にはなり
ませんが、代わりに賞状を授与いたします。また、記録については公式記録として認めます。
◆ 4×50ｍ障害物リレーについては、エントリー状況によっては、タイム決勝で行う可能性もございま
す。その場合は、2 次要項に同封されるタイムテーブルでご案内いたします。
■タイムテーブル
別紙を参照してください。なおタイムテーブルは、選手エントリー数などの変動により大幅に変更する場
合がありますのであらかじめご了承ください。
■募集概要
１．審判員 （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／選手の召集に関すること
レコーダー／競技の記録、集計に関すること
マネキン、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。
■参加条件
１．審判員参加にあたっては有効な審判員資格を取得していること（スタッフは除く）。
２．BLS 以上の資格を所有していなければならない。
（別紙「競技会参加規定とライフセービング資格連動の件 一部変更のお知らせ」
（一部変更）2016 年 2 月 9 日版 を参照）
３．本大会に選手登録していないこと。
４．審判員業務全般が支障なく遂行できること。
５．申し込み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。
６．係につきましては競技運営・審判委員会および事務局で決めさせていただきます。
■競技役員会議
競技進行や競技上の注意事項について説明する会議を、2 月 25 日（土）
・26 日（日）両日ともに朝７時（予
定）より大会本部にて開催しますので、審判員・スタッフの方は、必ず出席してください。
※時間等変更になった場合は、2 次要項にてご案内いたします。
■交通費
１．審判員・・・・口座振込にてご精算（上限 5,000 円）させていただきます。
２．スタッフ・・・口座振込にてご精算（一律 3,000 円）させていただきます。
※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。

■宿泊
１．審判員：2 月 24 日（金）、25 日（土）の宿泊をご用意させていただきます。詳細は 2 次要項にて。
２．スタッフ：宿泊の用意はございません。
■食事
１．審判員
2 月 25 日（土）

朝食（宿舎）
、昼食（会場）
、夕食（宿舎）

2 月 26 日（日）

朝食（宿舎）
、昼食（会場）

２．スタッフ
両日ともに昼食をご用意させていただきます。
■ユニフォーム
１．審判員
※ 競技規則 2014 年度版、公式ユニフォーム【白ポロシャツ・紺短パン・白帽子・審判員カード】
をご用意願います。初めて参加の方は、大会会場にて当日ユニフォームをお渡ししますので、
申込用紙にサイズをご記入ください。また、笛、ペン、水着、ウェットスーツやラッシュガー
ド等（マネキンチームのみ）、ならびに室内シューズ（靴裏面が白）、靴下も各自ご用意下さ
い。サンダル等（クロックスサンダル含む）はご遠慮下さい。
※ 大会中の貴重品は各自での管理をお願いします。
※ 大会中は、両手のあくウエストポーチをご活用ください（肩掛けはご遠慮下さい）。
２．スタッフ
※ 総務関係の接遇係・広報係・催事係の方は、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）、室内シューズ（靴裏面が白）などを各自ご用意ください。
３．その他
※ スタッフ同様の服装をお願いいたします。アッププールにおける安全スタッフの方はパトロー
ルユニフォーム一式【キャップ、ユニフォーム上下、水着】をご持参下さい。
■お申し込み方法
①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
E-mail にてお送りください。

E-mail

compe@jla.gr.jp

郵送 ：2017 年 1 月 21 日（土）消印有効
FAX・E-mail ：2017 年 １月 21 日（土）24：00 までに受信分まで
②各担当係等、詳細につきましては 2 次要項にてご連絡します。
③個人情報（お名前）は、大会プログラムに掲載される場合がございますので予めご了承下さい。
④2016 年度の個人年会費（一般会費もしくは正会費）を振込んでいない方は、1 月 21 日（土）まで
に必ずお振込くださいますよう、お願い致します。
■キャンセルについて
申込み後のキャンセルは、極力ないようにお願いします。万が一キャンセルの場合は、なるべく代わり
の方の選出にご協力ください。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。

【学生室学生委員より】
■テーマ Grow up for summer～全ては夏のために～
今大会は「Grow up for summer～全ては夏のために～」というテーマを掲げさせて頂きました。プールの
大会は、海の大会と異なり、全員に競技に参加するチャンスがあります。プール競技が得意な人も、苦手な
人も、練習を一生懸命することが、ライフセーバーとしてのスキルアップに繋がります。また、海とは違い、
自分の成長が数字となってあらわれます。1 分 1 秒をつきつめることで、救命の確率を高めることにつなが
ります。このような向上心をライフセーバー界の多数を占める学生ライフセーバーに持ってもらいたいと思
いこのテーマを掲げました。この大会を通して、みなさんと実りある時間を過ごせたらなと思います。
■交通手段について
積雪や路面の凍結が考えられます。通常のタイヤでの来場は大変危険ですので、原則として、交通公共機関
又は団体バスをご来場ください。

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
TEL 03(3459)1445

FAX 03(3459)1446

