
●大会役員　※役職・五十音順

大会会長
大会副会長 尾田　依津子　（日本ライフセービング協会　副理事長）

松本　貴行　　（日本ライフセービング協会　副理事長）
大会役員 石川　仁憲　  （日本ライフセービング協会　常務理事）

風間　隆宏　  （日本ライフセービング協会　常務理事）
宮部　周作　　（日本ライフセービング協会　常務理事）
内田　直人　  （日本ライフセービング協会　理事）
高野　絵美　　（日本ライフセービング協会　理事）
中川　容子　　（日本ライフセービング協会　理事）
細田　直彦　　（日本ライフセービング協会　理事）
丸田　重夫　　（日本ライフセービング協会　理事）
古橋　理　　　（日本ライフセービング協会　監事）
文珠寺　裕之　（日本ライフセービング協会　監事）

●大会委員会
委員長／セイフティオフィサー
委員

伊藤　隆寛　　（安全課・九十九里LSC）
林　昌広　　　（御宿町・御宿LSC）
アスリート委員会

●規律委員会
委員長 宮部　周作    （スポーツ本部長/実行委員長）

中島　典子    （競技運営審判委員長） 藤田　善照　　（チーフレフリー)
川地　政夫    （大会役員）

●緊急・安全委員会
委員長／セイフティオフィサー 宮部　周作    （スポーツ本部長/実行委員長）

中島　典子    （競技運営審判委員長） 藤田　善照　　（チーフレフリー)
伊藤　隆寛　　（安全課・九十九里LSC） 林　昌広　　　（御宿町・御宿LSC）
川地　政夫    （大会役員）

●競技役員
チーフレフリー/上訴審判員 藤田 善照
コンペティター・リエゾン・オフィサー 中島 重之
ヘッドスコアラー 相馬 義彦 草間 秀高 椿 光一郎 黒越 梨奈 坪内 郁実

＜ビーチエリア＞
セクショナルレフリー/チーフジャッジ 梶本 道彦

スターター 脇田 彰吾 岸 宏暉
マーシャル 赤田 菜摘 小林 未奈 山岸 夢

コースジャッジ 梅田 裕章 岡部 杏菜 比嘉 礼央奈 青木 紫音 石田 晃裕
石野田 凜 板谷 真希 小野寺 美紅 藤波 ひかり 増田 輝
高松 夏一 川隅 しのぶ 西嶋  大 上田 和希 15

ビデオ記録員含 日馬 孝昌○ 菅野 敬介 松谷 泉希
レコーダー 坂本 千佳子 渡邉 丈

＜サーフエリアＡ＞
セクショナルレフリー/チーフジャッジ 中島 典子

スターター 原田 剛 佐々木 勝馬
マーシャル 柳沼 秀哉 田中 柚香 丹下 三菜子

コースジャッジ 奈良部 真弓 山口 僚太 原田 凌大 工藤 英俊 島本 菜々子
相良 圭亮 川島 李空 金子 知沙 山崎 緋呂 高山 萌々
立石 綜汰 斎藤 健一郎 15

ビデオ記録員含 谷中 一朝○ 堀内 優樹
レコーダー 大山 ルミ 宮澤 渓

＜サーフエリアＢ＞
セクショナルレフリー/チーフジャッジ 松永 祐

スターター 佐山 華加 樋口 颯太
マーシャル 中尾 正 佐々木 奨 田中 里奈

コースジャッジ 坂本 靖 望月 優香 後藤 美咲 上岡 大進 坂田 将大
大野 芳誉 村松 優哉 黒川 楓奈 福島 亜美 山路 倖茄
鈴木 馨太

ビデオ記録員含 田中 えりか○ 前野 成美
レコーダー 大平 穂乃佳 市村 透也

＜ＩＲＢ審判員＞
伊藤 隆寛 上野 義洋 橋本 有加 石崎 貴代佳 加賀谷 美羽
山下 純平 15

●総務
会場設営 御宿LSC 九十九里LSC 株式会社オフサイド
安全課 九十九里LSC

板垣俊輔 飯塚剛志 木島悠太朗 江川陽介 京極康高
井藤秀晃 石塚洋成 弓削匠 猪野佳宏 石井誠
大場真之介 浜地憲太郎 井上裕梨 大濱一紗 久々宇邑乃
加藤圭織

医務 朽方　規喜
救護・トレーナー 国際武道大学トレーナーチーム

寺中　雄希 阪倉　佳代 島村　泉輝 松藤　功 児玉　菜摘
殿山　祐斗 山下　績麻 門井　未来 田中　滉希 早川　紫音
青木　萌花 山本　光希 笠原　政志

式典・実況 高森　てつ
オフィシャルカメラ 菅沼　浩
気象予報 小川　和幸（WATER KIDS JAPAN）
広報 高野　絵美
スポーツ育成委員会 青木　克浩 青木　将展 植木　将人
事務局 川地　政夫 佐藤　洋二郎 本多　通真（オフサイド）
※15→6月15日のみ参加、16→6月16日のみ参加、ス→スタッフ

第32回全日本ライフセービング種目別選手権大会（2019/御宿海岸）
＜大会役員・競技運営役員＞

2019/06/05現在

入谷　拓哉　　（日本ライフセービング協会　理事長）

宮部　周作　　（ライフセービングスポーツ本部長）
藤田　善照　　（チーフレフリー)
中島　典子　　（競技運営審判委員長)
中島　重之　　（競技運営審判委員）

※当日、変更することもございますので、あらかじめご了承下さい。


