
●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
ライフセービングスポーツ本部
実行委員長
実行委員 泉田　昌美　　（チーフレフリー)

中島　典子　　（競技運営審判委員長)
伊藤　隆寛　　（九十九里ライフセービングクラブ）
林　昌広　　　（御宿ライフセービングクラブ）
磯﨑　航　/　佐藤　舞  （学生委員会）
川地　政夫　　（事務局長）

●規律委員会
宮部　周作    （スポーツ本部長） 丸田　重夫　  （実行委員長/大会役員）
泉田　昌美　　（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
丸田　重夫　  （実行委員長/大会役員） 泉田　昌美　　（チーフレフリー)
中島　典子　　（競技運営審判委員長) 伊藤　隆寛　　（安全課）
林　昌広　　　（御宿ライフセービングクラブ）川地　政夫    （事務局長）

●競技運営審判
チーフレフリー
上訴委員 中島  典子 吉田  健博
リエゾンオフィサー 増田　朋之 相馬　義彦
ヘッドスコアラー 梶本　道彦 赤田  樹皇 高松 夏一 山本 三奈 粟生　賢一  (22)

セクショナルレフリー 藤田  善照
スターター 梅田　裕章 佐々木　勝馬 田中　大智
マーシャル 津和崎　幸子 後藤　美咲 谷中　勇哉

コースジャッジ 毛利　智 谷中　一朝 大塚　正也 板谷　真希 岩永　祥映
（ビデオ記録員含） 小俣　宏弥 金子　知沙 北村　徳登 葛原　信平 佐藤　芳樹

鈴木　崇大 立石　綜汰 西口　正始 比嘉　礼央奈 三好　祐人
丸山　裕太郎     

レコーダー 津嶋　貴子 沖　静子

セクショナルレフリー 松永　祐
スターター 上原　絢子 西山　俊 坂梨　秀地
マーシャル 川隅　しのぶ 広沢　和輝 渡辺　智弘

コースジャッジ 南部　孝二 岸　宏暉 菅野　彩花 赤堀　元紀 奥野　仁太郎
（ビデオ記録員含） 神谷　雅子 木村　優介 黒沢　周 佐山　華加 中野　景介

濵地　優之介 平井　寿奈 深澤　世来 丸山　航平 沖　愛生
レコーダー 中島  重之 丹下　三菜子

セクショナルレフリー 水川  雅司
スターター 五十嵐　章雄 鶴薗　宏海 山崎　雄大
マーシャル 中根　大文 高橋　幸宏

コースジャッジ 西嶋　大 坂本　靖 池奥　蓮 伊藤　良祐 小野寺　美紅
（ビデオ記録員含） 岸　千都 日馬　孝昌 嵯峨　岬 新海　悠太 中坊　みり

平田　清香 堀内　優樹 松谷　泉希 望月　楓 山田　薫
レコーダー 坂本　千佳子 加藤　璃子

伊藤　隆寛 平藤　昌寛 上野　義洋 井藤　秀晃 田中　えりか
山下　純平

確認中
器材・会場 御宿町 御宿ライフセービングクラブ
安全課 九十九里ライフセービングクラブ

井高絵蓮 木島 悠太朗 板垣俊輔 鈴木陸 中島泰星
小笠原航太 瀬尾陸斗 渡邊一輝 江川陽介 河野稜平
石塚洋成 猪野佳宏 森良祐 首藤由樹 飯塚剛志
大場真之介 伊藤隆寛

会場備品・設営 九十九里ライフセービングクラブ
会場警備 東邦警備保障株式会社
医務 中川　儀英
救護・トレーナー 国際武道大学トレーナーチーム
スポーツ育成委員 青木　将展 植木　将人 長竹　康介
気象海象情報 小川　和幸（WATER　KIDS　JAPAN）
オフィシャルカメラ 菅沼　浩
広報 高野　絵美 事務局
事務局 川地　政夫 中山　昭
運営協力 学生部
学生部本部 磯崎　航 佐藤　舞 末丸　太一 狩野　未有 宮川　悠斗

谷田　和也 久保田　風子 鈴木　麻佑 玉虫　湧也 米田　冴那
学生部広報 広田　恒平 中井　優波 小合澤　真吾 戸祭　竜之介 早野　紗良

橋本　みのり 高橋　勇人
学生部進行 小松　花穂 島本　奈々子 徳応　涼輔 川崎　淳美 小池　陽斗

土井　大雅 沼田　和馬 飯島　一暁 久保　愛斗 塩野　万葉
上野　元基 福島　亜美 仙波　美幸 城田　永 横山　諄人
石黒　春花 須藤　あまね 白井　匠海 加藤　陸人 島本　圭佑
篠原　宏輔 善波　雄一郎 青梅　凜 矢口　夏帆 佐藤　樹生

学生部会場・イベント 力武　靖朗 守屋　遼 山崎　健太郎 齋藤　優花 手島　七海
赤坂　杏子 田中　実穂 伊藤　舞花 佐滝　悠太 金子　莉乃
藤波　ひかり 高山　萌々 遠藤　史哉 黒川　楓奈 若杉　京
永島　歩人 西田　光希 武井　袖花 内田　華遠 麻田　健太
大野　晴喜

学生部ＣＰＲ・アセスメント 大熊　明日香 遠藤　玖人 早坂　楓香 鈴木　達也 高橋　諒人
生澤　安祐美 大濱　一紗 橋本　真生 前野　達哉 大野　琉宇那
小鯨　匡

※（21）…9/21のみ、(22)…9/22のみ
※（ス）スタッフ
※審判員(海上審判含)の方は審判ユニホームもご持参ください。

泉田　昌美
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宮部　周作　　（ライフセービングスポーツ本部長）
丸田　重夫  　 (学生部長）


