
第 45 回全日本ライフセービング選手権大会 

競技役員（オフィシャル／スタッフ） ３次要項 

全日本/本選 
競技役員 3次要項 

 

◆配置 

「配置表」参照。 

 

◆タイムテーブル 

「タイムテーブル」参照。 

 

◆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）10 月 9 日（水） 16 時頃 

    （2）10 月 10 日（木） 16 時頃 

（3）10 月 11 日（金） 12 時頃 

（4）10 月 11 日（金） 21 時頃 

（5）10 月 12 日（土） 安全対策役員会終了後  7 時頃予定 

（6）10 月 13 日（日） 安全対策役員会終了後  7 時頃予定 

JLA Lifesavingsport Facebook ページ https://www.facebook.com/jla.lifesavingsport/ 
   全日本 Facebook ページ https://www.facebook.com/jlajnlc/ 
   公式 twitter https://twitter.com/jlahq 
 

◆集合および競技役員ミーティング 

オフィシャル・スタッフの集合は下記の通りです。交通事情によりやむを得ず集合時間に来られない場合は、

事務局までご一報下さい。 

◇10 月 12 日（土）  集合 8 時 〔場所〕 オフィシャルテント  

◇10 月 13 日（日）  集合 7 時 〔場所〕 オフィシャルテント 

 

◆ユニフォーム＆持ち物 

◎オフィシャル 

競技規則 2019年度版、公式ユニフォーム（白ポロシャツ・紺短パン・白帽子・オフィシャルカード）

をご用意願います。 

※2019 年度よりオフィシャル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。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、名札ケース、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、靴下も各自ご用意下さい。サンダル等（クロックスサンダルを含む）はご遠慮下さい。各自、

ボトル（水筒など）をお持ち下さい。 

※競技会中の貴重品は各個人での管理をお願いします。 

※競技会中は、両手のあくウエストポーチをご活用ください。 

◎スタッフ 

総務関係の接遇係・広報係・催事係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下さい。 

 

◆競技者番号記載 

出場競技者の両腕に、黒マジックで競技者番号を記載していただくようお知らせしています。 

 

◆交通費 

◎オフィシャル・・・・口座振込にてご精算（上限 5000円）させていただきます。 

https://www.facebook.com/jla.lifesavingsport/
https://www.facebook.com/jlajnlc/
https://twitter.com/jlahq


 

◆日当 

◎スタッフ・・・口座振込にてご精算（一律 1000円/1日）させていただきます。 

◆食事 

◎オフィシャル   10 月 12 日（土）  朝食（会場）  昼食（会場）  

10 月 13 日（日）  朝食（会場）  昼食（会場）  

◎スタッフの方は 両日ともに昼食をご用意させていただきます。 

 

◆競技会エリアの確認 

「会場配置図」参照。 

 

◆会場駐車場 

「新江ノ島水族館」付近をはじめ、国道 134 号線は早朝より大変な渋滞が予想されます。主催者では駐車場

のご用意はしておりませんので、できる限り公共交通機関をご利用ください。 

（参考）競技会会場周辺駐車場案内 http://www.s-n-p.jp/parking.htm 

 

◆貴重品 

貴重品に関しましては、各自で管理し、盗難には十分ご注意ください。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本部にご報告ください。 

 

◆忘れ物・落とし物 

競技会当日の忘れ物・落とし物で届け出のあったものは、競技会本部で保管します。競技会終了後は協会事

務局で一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。 

 

◆宿泊 

ホテル法華クラブ湘南・藤沢 

〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-6-1 電話：0466-27-6101 ※JR 藤沢駅南口から徒歩 5 分 

◇部屋割りはフロントにてご確認ください。 

◇宿泊をキャンセルされる際は必ず事務局までご連絡願います。宿泊前日または、当日に宿泊をキャンセ

ルされた場合は、キャンセル料をいただく場合もございますのでご了承ください。 

◇13 日（日）チェックアウト後のお荷物は各自ご持参ください。 

◇宿泊一覧  

氏名 フリガナ 性別
12（土）

宿泊
氏名 フリガナ 性別

12（土）

宿泊
氏名 フリガナ 性別

12（土）

宿泊
氏名 フリガナ 性別

12（土）

宿泊

新井 桃子 ｱﾗｲ ﾓﾓｺ 女性 1 川隅 しのぶ ｶﾜｽﾐ ｼﾉﾌﾞ 女性 1 津嶋 貴子 ﾂｼﾏ ﾀｶｺ 女性 1 平藤 昌寛 ﾍｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 男性 1

板谷 真希 ｲﾀﾔ ﾏｷ 女性 1 河之邉 幹太 ｶﾜﾉﾍﾞ ｶﾝﾀ 男性 1 土谷 こころ ﾂﾁﾔ ｺｺﾛ 女性 1 前田 寛子 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｺ 女性 1

伊藤 隆寛 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 男性 1 日馬 孝昌 ｸｻﾏ ﾀｶﾏｻ 男性 1 中尾 正 ﾅｶｵ ﾀﾀﾞｼ 男性 1 増田 朋之 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 男性 1

伊藤 良祐 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 男性 1 草間 秀高 ｸｻﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 男性 1 奈良部 真弓 ﾅﾗﾍﾞ ﾏﾕﾐ 女性 1 松澤 里沙 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｻ 女性 1

梅田 裕章 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 男性 1 小嶋 直 ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 男性 1 縄手 大志 ﾅﾜﾃ ﾀﾞｲｼ 男性 1 松谷 泉希 ﾏﾂﾔ ﾐｽﾞｷ 女性 1

大越 智也 ｵｵｺｼ ﾄﾓﾔ 男性 1 坂本 千佳子 ｻｶﾓﾄ ﾁｶｺ 女性 1 橋本 有加 ﾊｼﾓﾄ ﾕｶ 女性 1 宮川 悠斗 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 男性 1

太田 勉 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 男性 1 笹内 遥香 ｻｻｳﾁ ﾊﾙｶ 女性 1 比嘉 礼央奈 ﾋｶﾞ ﾚｵﾅ 男性 1 本橋 萌佳 ﾓﾄﾊｼ ﾓｴｶ 女性 1

大塚 正也 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾔ 男性 1 佐藤 まつり ｻﾄｳ ﾏﾂﾘ 女性 1 東 鈴成 ﾋｶﾞｼ ｽｽﾞﾅﾘ 男性 1 森嶋 茉凜 ﾓﾘｼﾏ ﾏﾘﾝ 女性 1

大山 ルミ ｵｵﾔﾏ ﾙﾐ 女性 1 佐藤 由紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 女性 1 樋口 颯太 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男性 1 谷中 一朝 ﾔﾅｶ ｶｽﾞﾄﾓ 男性 1

小笠原 航太 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ 男性 1 鈴木 崇大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 男性 1 広沢 和輝 ﾋﾛｻﾜ ｶｽﾞｷ 男性 1 山崎 永麗南 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾚﾅ 女性 1

金子 知沙 ｶﾈｺ ﾁｻ 女性 1 竹田 昇正 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 男性 1 藤井 こころ ﾌｼﾞｲ ｺｺﾛ 女性 1 吉田 健博 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 男性 1

田中 えりか ﾀﾅｶ ｴﾘｶ 女性 1 布施 晶帆 ﾌｾ ｱｷﾎ 女性 1 渡邊 花菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 女性 1  

 

 

 

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 

http://www.s-n-p.jp/parking.htm

