学生

第 33 回全日本学生ライフセービング選手権大会
競技役員・スタッフ募集要項

競技役員 1 次要項
第33回全日本学生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慶び申し上げます。

平素は当協会事業に対して格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申上げます。
この度「第33回全日本学生ライフセービング選手権大会」を開催するにあたり、要項等の資料をお送り致
します。皆様のご参加をお待ち申し上げます。
敬具
記
▼日

程 ： 2018 年 9 月 22 日（土）～23 日（日）

▼場

所 ： 御宿中央海岸（千葉県御宿町）

▼主

催 ： 日本ライフセービング協会

▼後

援 ： 国土交通省、スポーツ庁、消防庁、海上保安庁、千葉県、千葉県教育委員会、

（予定）

御宿町、御宿町教育委員会、公益財団法人 ちば国際コンベンションビューロー

▼協

賛 ： 調整中

▼協

力 ： 勝浦海上保安署、一般社団法人御宿町観光協会、有限会社吉田三郎商店、

(予定)

国際武道大学トレーナーチーム、特定非営利活動法人九十九里ライフセービングクラブ、
御宿ライフセービングクラブ

■競技種目
［個人種目］種目名末尾の≪≫内の数字は、各チームの最大エントリー人数を表します。
01

サーフレース（女子）

≪4 名≫

02

サーフレース（男子）

≪4 名≫

03

サーフスキーレース（女子）

≪2 名≫

04

サーフスキーレース（男子）

≪2 名≫

05

オーシャンウーマン

≪2 名≫

06

オーシャンマン

≪2 名≫

07

ビーチフラッグス（女子）

≪2 名≫

08

ビーチフラッグス（男子）

≪2 名≫

09

ビーチスプリント（女子）

≪2 名≫

10

ビーチスプリント（男子）

≪2 名≫

※ ビーチフラッグス…「大会参加規程 10.競技規則」参照
［チーム種目］種目名末尾の＜＞内の数字は、種目毎の競技者数を表します。各チーム 1 組とします。
11

レスキューチューブレスキュー（女子） ＜4 名＞

12

レスキューチューブレスキュー（男子） ＜4 名＞

13

ボードリレー（女子）

＜3 名＞

14

ボードリレー（男子）

＜3 名＞

15

ボードレスキュー（女子）

＜2 名＞

16

ボードレスキュー（男子）

＜2 名＞

17

オーシャンウーマンリレー

＜4 名＞

18

オーシャンマンリレー

＜4 名＞

19

ビーチリレー（女子）※

＜4 名＞

20

ビーチリレー（男子）※

＜4 名＞

※ ビーチリレー
「選抜チーム」として、準決勝で敗退した 4 校から 1 名ずつ選手を選出し、選抜チー
ムを作ります。例えば準決勝が 2 組(ヒート)あった場合、それぞれ 5.6 位に入ったチ
ームから選出します。この選抜チームにおいては表彰や得点は入りません。
［特別種目］種目名末尾の＜＞内の数字は、種目毎の競技者数を表します。各チーム 1 組とします。
21

1km×3 ビーチリレー（女子）

＜3 名＞

22

1km×3 ビーチリレー（男子）

＜3 名＞

23

BLS アセスメント（女子）

＜各チーム 2 名抽選＞

24

BLS アセスメント（男子）

＜各チーム 2 名抽選＞

※ BLS アセスメント
必須参加とし、各チーム登録競技者の中から 2 名を抽選で選出します。詳細につきま
しては 2 次要項でお知らせいたします。この種目については、表彰いたしません。
■タイムテーブル
参考までに、2017 年度実施版のタイムテーブルを掲載します。
エントリー締め切り後、2 次要項とホームページにて掲載いたします。
■予備日
今大会において「予備日」等は設けません。
■役

職
1．審 判 員：有効な審判員資格（Ｃ級以上）をお持ちの方
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。
※ 係（担当）につきましては、実行委員会で決めさせていただきます。

■参加条件
① 本協会の個人正会員、個人一般会員、個人準一般会員、個人高校生会員として登録
（2018 年度 会費納入）されていること（スタッフは除く）。
② 審判員参加にあたっては審判員資格を取得していること。または審判員更新手続きを
終えていること（スタッフは除く）
。
③ 審判員は、BLS 以上の資格を所有していなければならない。
④ 本大会に選手登録をしていない方。
⑤ 大会期間を通して参加できる方。
■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開催予定です。大会直前の、最新かつ重要な情
報を伝達する場ですので、審判員・スタッフの方は必ず出席してください。
※ 時間・場所等の詳細は、2 次要項でご案内いたします。

■競技規則
競技規則〈2018 年版〉を適用します。
その他、大会参加規程についしては、選手の 1 次要項に記載されていますのでご確認の上、参加して
いただくようお願いいたします。
■交通費（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。
（準一般会員の方には交通費の支給はございません）
・デジエントリーにて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。
※今年度も口座振込での精算を継続運用いたします。
※口座番号などお間違いなきようご記入ください。間違いにより送金できなかった場合の再
送金の際は振込手数料を差し引いてのお振込みとなりますことご了承くださいませ。
「三菱 UFJ 銀行」または「ゆうちょ銀行」の口座をお持ちでしたら優先してご記入ください。
支店名を間違って記載される方が多く、2 度手間や作業の負担が増えており、また金融機関に
よっては、資金を戻すのに手数料がかかってしまいます。
入力（記載）される前に必ず通帳・キャッシュカードの再確認をお願いいたします。
★ゆうちょ銀行を指定される方は、以下の①又は②いずれかの組み合せになります。
組み合せやｹﾀ数が間違っている場合は、再度通帳・キャッシュカード等、必ず確認いた
だき、正しい番号を下さい。
①ゆうちょ専用
記号（5 ｹﾀ）-番号（8 ｹﾀ）
②銀行からの振込みに対応する 店番（3 ｹﾀ）-口座番号（7 ｹﾀ） ※6 ｹﾀの場合もあります
■日当（スタッフ）
一律 1,000 円/1 日の精算。後日、指定口座に振込みます。
※今年度も口座振込での精算を継続運用いたします。
※口座番号などお間違いなきようご記入ください。間違いにより送金できなかった場合の再
送金の際は振込手数料を差し引いてのお振込みとなりますことご了承くださいませ。
「三菱 UFJ 銀行」または「ゆうちょ銀行」の口座をお持ちでしたら優先してご記入ください。
支店名を間違って記載される方が多く、2 度手間や作業の負担が増えており、また金融機関に
よっては、資金を戻すのに手数料がかかってしまいます。
入力（記載）される前に必ず通帳・キャッシュカードの再確認をお願いいたします。
★ゆうちょ銀行を指定される方は、以下の①又は②いずれかの組み合せになります。
組み合せやｹﾀ数が間違っている場合は、再度通帳・キャッシュカード等、必ず確認いた
だき、正しい番号を下さい。
①ゆうちょ専用
記号（5 ｹﾀ）-番号（8 ｹﾀ）
②銀行からの振込みに対応する 店番（3 ｹﾀ）-口座番号（7 ｹﾀ） ※6 ｹﾀの場合もあります
■宿泊
9 月 21 日（金）と 9 月 22 日（土）の宿泊をご用意します。ただし、個人準会員およびスタッフは
除きます。
※ 宿泊先の詳細は 2 次要項にてご案内いたします。
※ 準一般会員の審判員の方・スタッフの方は、宿泊のご用意はございません。
■食事
9 月 22 日（土） 朝食（会場）
、昼食（会場）
、夕食（宿舎）
9 月 23 日（日） 朝食（会場）
、昼食（会場）
※準一般会員の審判員の方・スタッフの方は、昼食をご用意させていただきます。

■ユニフォーム
●審判員
競技規則 2018 年版（もしくは 2016 年版と 2016 年版からの変更点一覧表）
、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（ケースはご持参下さい）
】を用意してください。白ポロ
シャツ・紺短パン・白帽子は、これまでに支給されたことのない方のみ当日お渡しします。準一般会員
の方には審判員ユニフォームの支給はございません。ご購入頂くか、予めお知り合いの方からお借りす
るなどしてご用意下さい（
「日本ライフセービング協会 認定審判員ユニフォーム規程」を参照）
。以前
に支給されたことがある方は、必ずご持参下さい!!
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
自用意してください。裸足での審判参加はできませんのでご注意ください。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。
※ 水分補給用の水筒またはタンブラーなどをお持ちください。
※ オーシャンエリアの審判員には海に入っていただくことがありますので、水着を必ず着用願いま
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。ただし，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）
。
※ 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（各自必要にお
いてウエットスーツやラッシュガード等をご用意ください。ただし，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）
。
※ IRB 審判員の方も、上記の公式ユニフォームを持参してください。
（状況によっては、他の審判
をお願いする場合がございます）
※ 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。
■申込方法
デジエントリーよりお申込みください。2 次要項のご案内およびその他の情報は、メールまたは
郵送にて行いますので、迷惑メール対策をされている方は、デジエントリーからのメールが受信
できるように設定をお願いいたします。役割分担表などは、後日、JLA ホームページに掲載いた
しますので、必ずご確認ください。
●デジエントリーオフィシャル申込サイト→http://dgent.jp/
「デジエントリー」→「ライフセービング」と進んでいただき、本大会ページよりお申込みくだ
さい。
申込み締切日：2018 年 9 月 6 日（木）23：59 まで
必要手続

方法
デジエントリー

申込

審判員/スタッフ申込

会員登録/

会員登録及び個人年会費

http://www.jla.gr.jp/home.htm

個人年会費

（2018 年度） ※一般会員/正

「会員になるには」をご参照の

納入

会員/高校生/準一般会員

上、手続き下さい

注）

http://dgent.jp/

締切
2018 年 9 月 6 日（木）23：59 まで

2018 年 9 月 6 日（木）までに振込完了

※参加規程を満たしていない場合や、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。

【お問い合わせ先】
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１Ｆ
TEL：０３（３４５９）１４４５
／
FAX：０３（３４５９）１４４６
（お問い合わせ時間 平日 12：00-18：00 ※土日祝日は除く）

