
●大会役員

大会会長 入谷 拓哉　　 （日本ライフセービング協会　理事長）

大会副会長   ※五十音順 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 　※五十音順 石川 仁憲　   （日本ライフセービング協会　理事）

内田 直人　   （日本ライフセービング協会　理事）

風間 隆宏　   （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）

宮部 周作　 　（日本ライフセービング協会　理事）

●実行委員会

実行委員長 宮部 周作     （ライフセービングスポーツ本部長）

実行委員 梶本 道彦     （チーフレフリー）

中島 典子     （競技運営審判委員長)

泉田 昌美     （競技ディレクター）

高野 絵美     （広報室）

浜地 憲太郎   （安全課・西浜SLSC）

出木谷　啓太　（アスリート委員長）

川地 政夫  　 （事務局長）

●規律委員会

宮部 周作     （スポーツ本部長） 高野 絵美     （大会役員）

梶本 道彦     （チーフレフリー） 中島 典子     （競技運営審判委員長)

川地 政夫     （事務局長）

●安全対策役員

宮部 周作     （スポーツ本部長/大会役員） 泉田 昌美     （競技ディレクター）

梶本 道彦     （チーフレフリー） 中島 典子     （競技運営審判委員長)

浜地 憲太郎   （安全課・西浜SLSC） 出木谷 啓太   （アスリート委員長）

川地 政夫     （事務局長）

●競技運営審判

チーフレフリー 梶本 道彦

デュピュティーチーフレフリー 水川 雅司

上訴委員 中島 典子

コンペティター・リエゾン・オフィサー 栗栖 清浩 南部 孝二 増田 朋之

ヘッドスコアラー 粟生 賢一 本橋 萌佳 河之邉 幹太 佐藤 由紀子

競技ディレクター 泉田 昌美

ジャッジ（本部付き） 中島 重之 毛利 智

セクショナルレフリー 藤田 善照

スターター＆チェックスターター 太田 勉 梅田 裕章 縄手 大志

マーシャル 中尾 正 小笠原 航太 布施 晶帆

コースジャッジ 吉田 健博 浜田 博孝 比嘉 礼央奈 新井 桃子 伊藤 良祐

大越 智也 金子 知沙 木村 忠博 佐々木 茜 佐藤 まつり

相馬 義彦(12) 石高 亜佳音(12) 木津谷 みえ(12)

草間 秀高(13) 小山 晏美(13) 田中 潤子(13)

レコーダー 坂本 千佳子 森嶋 茉凜 津嶋 貴子

セクショナルレフリー 松永 祐

スターター＆チェックスターター 坂本 靖 大塚 正也 原田 剛 宮川 悠斗

マーシャル 藤井 こころ 山崎 永麗南 川隅 しのぶ

コースジャッジ 奈良部 真弓 板谷 真希 樋口 颯太 山下 純平 石塚 康敬

沖 静子 北村 徳登 小嶋 直 笹内 遥香 竹田 昇正

西嶋 大

斎藤 健一郎(12) 田中 彰(12)

五十嵐 章雄(13) 木津谷 富洋(13) 土谷 こころ(13)

レコーダー 大山 ルミ 前田 寛子 鈴木 崇大

日馬 孝昌 谷中 一朝 広沢 和輝 東 鈴成 村上 健斗

松谷 泉希

伊藤 隆寛 上野 義洋 田中 えりか 天川 仁 橋本 有加

平藤 昌寛

阿部　健 他調整中

錦織 功延 小西 由紀

●総務

器材・会場 西浜SLSC

安全課 ◇西浜SLSC

浜地 憲太郎 井上 裕梨 和田 桂子 酒井 雄吾 手島 七海

山崎 敦 吉本 翔 石井 誠 西田 昌紀 飯塚 剛志

中川 健 青木 優一郎 島袋 誠人 吉野 優一 佐々木 英一

会場備品・設営 株式会社オフサイド 西浜SLSC

LEDスクリーン・電源・映像・音響 株式会社オフサイド

会場警備 東洋警備保障株式会社

医務 吉澤 大

救護・トレーナー 国際武道大学トレーナーチーム

笠原 政志 島村 泉輝 阿部 未森 阪倉 佳代 若木 敦史

山下 績麻 山本 光希 門井 未来 青木 萌花 平野 稜人

知念 新太 緑川 颯真 藤吉 駿 森田 秀一

気象海象情報 小川 和幸（WATER KIDS JAPAN）

式典・実況 山本 ゆうじ

オフィシャルカメラ 菅沼 浩 三宅 菜央

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 中山 昭 佐藤 洋二郎（進行ディレクター）和田 朋也（神奈川県協会） 望月 洋介（神奈川県協会）

本多 通真 （株）オフサイド

運営協力 ◇学生部 磯崎 航 島本 桂佑 橋本 真生 他3名

未配置（当日配置） 澤村 みなみ 松澤 里沙 師岡 佑衣 渡邊 花菜

(12)…10/12のみ    (13)…10/13のみ

第45回全日本ライフセービング選手権大会　本選会

[大会役員・競技運営役員]

2019/9/25現在

＜ビーチエリア＞

＜サーフエリア＞

＜ＩＲＢ審判員＞

＜ＢＬＳアセスメント＞

＜アンチドーピング委員＞

＜ビデオ記録員＞


