第 44 回全日本ライフセービング選手権大会
参加チーム

2 次要項

全日本/中部
チーム 2 次要項

参加申込責任者各位
第 44 回全日本ライフセービング選手権大会
実行委員会
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
この度は本大会にお申し込みいただきましてありがとうございます。大会開催にあたり下記の点につきまし
て参加者の皆様にお伝えいただきますようご協力の程お願い申しあげます。
敬具
◆出場確認
出場確認を以下に行います。
【日時】9 月 15 日（土） 19 時 00 分～19 時 30 分
【場所】内海海岸千鳥ヶ浜海岸 内海観光センター 3 階 大会議室
〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海浜岡部 千鳥ヶ浜海水浴場内 半田警察署千鳥ヶ浜臨海詰所
※会場に駐車場はありませんので、選手関係者駐車場をご利用ください。
★大会当日の出場確認は行ないませんので、各競技開始 10 分前までに招集場所に集合してください。
◆代表者会議
出場確認終了後、代表者会議を以下に開催します。チームキャプテンもしくは代理の方は必ずご出席下さい。
【日時】9 月 15 日（土） 19 時 30 分～
【場所】内海海岸千鳥ヶ浜海岸 内海観光センター 3 階 大会議室
〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海浜岡部 千鳥ヶ浜海水浴場内 半田警察署千鳥ヶ浜臨海詰所
※会場に駐車場はありませんので、選手関係者駐車場をご利用ください。
【内容】競技に関する注意、その他連絡事項、関係資料配布
リレーオーダー表の回収 ※2 次要項に同封しております、リレーオーダー用紙に記入の上、
代表者会議で提出下さい。
（複数枚必要な場合は、チーム側にて、枚数分コピー下さい）
◆大会に関する情報伝達について
大会に関する情報は、下記のタイミングで JLA の公式フェイスブックやツイッターで情報発信いたします。
（１）9/15 （土） 12：00
（２）9/15 （土） 21：00
（３）9/16 （日） 安全対策役員会終了後
07：00 頃
（４）9/17 （月） 安全対策役員会終了後
07：00 頃
◆タイムテーブル
同封別紙、タイムテーブル参照。
◆選手宣誓（中日本大会）
開会式の選手宣誓につきましては、大会実行委員会で決定させていただきます。選出されたチームには事前
にご連絡させていただきます。
◆式典/得点/表彰（中日本大会）
◇開会式は 9 月 16 日（日）
、12 時 00 分から実施します。各チームは 11 時 50 分までに式典エリアに集合し
てください。
◇開閉会式・表彰式の際、コンペティションキャップ、ユニフォームを着用してください。

◇中日本選手権における決勝の結果に対して得点を加算し、個人、チーム種目とも同じ得点とします。
◇ブロッキングシステムを採用します。同種目に同じチームの選手が複数入賞した場合、最上位選手のみ加
算され、下位選手の得点は加算されません。また、ブロッキングシステムによる得点の繰り上がりはあり
ません。配点は以下の通りです。
1 位－8 点、2 位―7 点、3 位―6 点、4 位―5 点、5 位―4 点、6 位－3 点、7 位－2 点、8 位－1 点
例・1 位と 2 位が同じチームだった場合
1 位－8 点、2 位―加点なし、
3 位―6 点、4 位―5 点、5 位―4 点、6 位－3 点、7 位－2 点、8 位－1 点
1. チームの総合得点が同点の場合は、1 位の種目の多いチームを、1 位の種目が同数の場合は、2 位の
種目の多いチームを・・・というように総合順位を決定します。
2. 決勝で失格の場合は 0 点とします。
3. 総合順位は、実施種目の 70％以上の最終競技結果をもって成立するものとします。
◇各競技種目の表彰はタイムテーブルでご確認ください。なお、表彰は以下の通りです。
＜チーム種目＞
各種目の上位 1 位から 8 位を入賞とします。また、1 位から 3 位のチームを表彰しメダルを授
与します。
＜総合表彰＞
チーム総合得点により上位 1 位から 8 位を入賞とします。また、1 位から 3 位のチームを表彰
し、表彰状を授与します。
◆本選出場枠
同封別紙、
「2018 全日本本選出場枠早見表」参照。
エントリー人数に関わらず、全ての競技種目（BLSアセスメントを除く）において予選を行います。
◆ビーチフラッグス（男子／女子／中日本選手権 決勝）について
決勝の出場選手数について、【ライフセービング競技規則2018年版】第4章 オーシャン競技規則/第1節 オー
シャン競技総則/1. 組み合わせおよびコース/1.5 競技者数の制限に規定される、決勝の上限人数8人を超え
た「10人」にて実施いたします。
◆本選出場権の放棄について
本大会で全日本選手権の本選の出場権を獲得しても、本選に出場することができないことが既に決まってい
る選手に関しての通知です。自らが獲得した本選の出場権を放棄し、次点の選手を繰り上げて本選出場させ
ることに同意する場合、代表者会議終了までに申し出てください。この場合の次点の選手は、本選出場権を
放棄する選手と同じヒートの後位選手とします。なお、この手続きを行なっても中日本選手権において３位
以内に入賞した場合は表彰対象になります。
◆競技結果
予選通過結果および本選出場者については、公式掲示板にて掲示します。
◆BLSアセスメント
予選会の代表者会議の際に「実施要領」「フローチャート」を配布いたします。
◆BLS研修会
大会期間中、BLS研修会を会場内で開催予定です。詳細につきましては、代表者会議の際にお伝えします。
◆選手番号記載
競技進行をスムーズにするため、両腕上腕の側面に選手番号を記載していただきます。選手番号を、大会当
日、下図のように油性ペン等で、両腕上腕の側面に記載して出場確認を行って下さい。
＜番号記載の上での注意事項＞

①
②
③
④

油性ペン等でわかりやすい黒字・太字で記載願います（油性ペン等は各自ご準備下さい）
。
選手番号を縦書きで記載願います。
ハイフン、点などの記号は一切使用せず、番号だけの記載をお願いします。
選手番号は、ホームページ掲載のエントリー確認データをご確認下さい。

※両腕上腕の側面に記載

2
1
3

選手番号

2
1
3

◆会場駐車場
同封別紙参照。
◆大会エリアの確認
同封別紙参照。
◆撮影について
競技会における撮影にあたり、下記の通り撮影規制を設けますので、参加選手ならびに関係者が共通認識のもと
盗撮等の迷惑行為を未然に防ぎ、大会のスムーズな進行にご理解とご協力の程何卒宜しくお願いします。
なお、ルールが守られていない撮影者に対しては、撮影した写真またはビデオ等を場合によっては係員が見
せていただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。ルールが守られていない撮影者や不審者
が会場内におりましたら係員、または警備員にご一報ください。
【参加チーム関係者の方】
 必ずチームユニフォームを着ること。
【ご家族の方やその他の方々】
 当日、大会本部にて確認事項に同意の上、受付を済ませたあと、撮影許可としてリボンを配布致し
ます。撮影者の方には、必要事項ご記入のうえ署名身分証の提示をして頂きます。
◆貴重品
貴重品に関しましては、各自・各チームで管理し、盗難には十分ご注意ください。荷物の管理者を決めるな
ど防犯に心がけてください。万が一、不審者を発見した場合は、速やかに警備員もしくは競技役員にご連絡
ください。
◆忘れ物・落とし物
大会当日の忘れ物・落とし物で届け出のあったものは、大会本部で保管します。大会終了後は本部事務局で
1 週間保管いたしますが、その後は処分いたしますのでご了承ください。
◆競技クラフト器材（サーフスキー）の車輌運搬について
同封別紙参照。
■お知らせ ＜スポーツ育成委員会＞
第 11 期 JLA ハイパフォーマンスプログラム・強化指定選手の選考レースです。第 1 次募集でエントリーし
ている全ての選手が対象です。
■お知らせ

＜アンチドーピング委員会＞

第 44 回全日本ライフセービング選手権大会の本選会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・
コントロール対象大会となります。
本選会に出場する「18 歳未満の選手」は、親権者同意書の提出が必要となります。各チームの代表者は、本
選会に参加する 18 歳未満の選手のエントリーがある場合には、本選会の前日に開催予定の代表者会議にて、
親権者同意書を必ず提出下さい。
※18 歳未満の親権者同意書は 3 次要項からダウンロードが可能となります。
※18 歳未満の親権者同意書の提出のない選手は、本選会への出場は認められません。
※18 歳以上の選手については、提出書類はございません。
◆その他
大会期間中及び事前事後の会場での練習等を通してライフセーバーとして恥ずかしくない行動を心がけてく
ださい。違法駐車やごみの投げ捨て、ローカリズムに反した波乗りや練習など、地元の方々にご迷惑をかけ
ないように心がけてください。会場までの往復での事故等にも十分注意してください。
◆同封書類
□タイムテーブル
□代表者会議次第

□大会会場地図
□競技器材車輌運搬
□本選出場枠早見表

日本ライフセービング協会
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-18 トップスビル

□リレーオーダー用紙

事務局
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