
 

第 10回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会 

審判員/スタッフ 参加募集要項 

学生プール 

審判 1次要項 

 

第10回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会 

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まして格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、下記の通り「第 10回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会」を開催いたします。 

つきましては、審判員・スタッフを募集させていただきますので皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

■日   程 2019年 1月 26日（土）～27 日（日） 

■場   所     富士水泳場（静岡県富士市） 

■主   催     特定非営利活動法人日本ライフセービング協会 

■後援(予定)   スポーツ庁、静岡県、静岡県教育委員会、富士市、富士市教育委員会 

■協賛(予定)  株式会社三洋物産/株式会社三洋販売 

■協力(予定)  富士市ホテル旅館業組合、有限会社吉田三郎商店、日本ライフセービング協会中部支部 

  

■競技種目  [個人種目] 

※01   200ｍ障害物スイム（女） 

※02   200ｍ障害物スイム（男） 

※03   50ｍマネキンキャリー（女） 

※04  50ｍマネキンキャリー（男） 

※05   100ｍレスキューメドレー（女） 

※06  100ｍレスキューメドレー（男） 

※07   100ｍマネキンキャリー・ウィズフィン（女） 

※08  100ｍマネキンキャリー・ウィズフィン（男） 

※09   100ｍマネキントウ・ウィズフィン（女） 

※10  100ｍマネキントウ・ウィズフィン（男） 

※11   200ｍスーパーライフセーバー（女） 

※12  200ｍスーパーライフセーバー（男） 

[チーム種目] 各チーム（男女別）からのエントリーは 1組のみとします。 

13   4×50ｍ障害物リレー（女） 

14  4×50ｍ障害物リレー（男） 

15   4×25ｍマネキンリレー（女） 

16   4×25ｍマネキンリレー（男） 

17   12.5ｍラインスロー（女） 

18  12.5ｍラインスロー（男） 

19  4×50ｍメドレーリレー(女) 

20  4×50ｍメドレーリレー(男) 

       [特別種目] 各チーム（男女別）からのエントリーは 1組のみとします。 

21  BLS アセスメント (女) 

22  BLS アセスメント (男) 

      
◆ ※印の種目は、エントリーする条件としてエントリー標準タイムを設定します。詳細は別紙「エントリー標準

タイム導入について」を参照してください。 

◆ 下線のある種目は、原則タイム決勝で行います。エントリー数によりタイム決勝を予選・決勝に変更すること

もあります。 

◆ BLS アセスメントについては、1回の手技にて行います。 

◆ BLS アセスメントについても他のチーム種目と同様に、各チームの登録競技者の中から 2名のエントリー制に



 

します(必須参加種目ではありません)。詳細につきましては 2次要項でお知らせいたします。なお、表彰対象

とは致しません。 

◆ チーム種目および特別種目は、各クラブから 1チームのエントリーとします。 

 

■競技規則  JLA競技規則 2018年版に従って実施します。※ルールを十分に理解し参加してください。 

 

■タイムテーブル 別紙参照。なお、タイムテーブルは選手エントリー数により変更する場合があります。 

 

■募集概要 

1. 審判員 （C 級審判員資格以上） 

2. スタッフ 

競技を含む大会運営に必要な業務に携わっていただきます。 

 

■参加条件 

1. 審判員参加にあたっては有効な審判員資格を取得していること（スタッフは除く）。 

2. 審判員は、BLS 以上のライフセービング資格を所有していなければならない。申込締め切り期日まで

に、必ず BLS以上の資格を取得していること。 

3. 本大会に選手として登録していないこと。 

4. クラブからの選出審判員については学生であること。 

5. 審判員業務全般が支障なく遂行できること。 

6. 申し込み多数の場合はチーム選出審判員、次に 2 日間できる方を優先いたします。 

7. 係につきましては競技運営・審判委員会および事務局で決めさせていただきます。 

 

■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、1 月 26 日（土）・27 日（日）両日ともに朝７時（予

定）より大会本部にて開催しますので、審判員・スタッフの方は、必ず出席してください。 
※ 時間などが変更になった場合は、2次要項にてご案内いたします。 

 

■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、正しい番号をください。 

 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、正しい番号をください。 

 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 

1. 審判員は、1 月 25 日（金）、26 日（土）の宿泊を用意します。詳細については 2 次要項でお知らせし

ます。 

2. 準一般会員の審判員・スタッフは、宿泊の用意はございません。 

 

■食事 

1. 審判員（宿泊する方）  

   1月 26日（土） 朝食（宿舎）、昼食（会場）、夕食（宿舎） 

1 月 27日（日） 朝食（宿舎）、昼食（会場） 

2. 宿泊されない審判員・準一般会員の審判員・スタッフ    

両日ともに昼食を用意します。 

 

■宿泊先とプール会場間の移動 

 ホテル（富士市内）からプール会場までは徒歩では移動できない距離間にありますので、移動用のバスを 

 手配する予定です。詳細は 2次要項にてご案内いたします。 

 

■ユニフォーム 

1. 審判員 

競技規則 2018 年度版、公式ユニフォーム【白ポロシャツ・紺短パン・審判員カード】をご用意願い

ます。初めて参加の方は、大会会場にて当日ユニフォームをお渡ししますので、申込用紙にサイズをご

記入ください。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、ウェットスーツやラッシュガード等（マネキンチームのみ）、ならびに室内

シューズ（靴裏面が白）、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含む）はご遠

慮ください。 

大会中の貴重品は各自での管理をお願いします。荷物を持つことがあれば、両手のあくウエストポー

チをご活用ください（肩掛けはご遠慮ください）。 

2. スタッフ 

総務関係の接遇係・広報係・催事係の方は、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）、室内シューズ（靴裏面が白）などを各自用意してください。 

3. その他 

スタッフ同様の服装をお願いします。アッププールにおける安全スタッフはパトロールユニフォーム

一式【キャップ、ユニフォーム上下、水着】を持参してください。 

 

■お申し込み方法 

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。 

 

①各担当係等、詳細につきましては 2次要項にてご連絡します。 

②個人情報（お名前）は、大会プログラムに掲載される場合がございますので予めご了承下さい。 

③2018 年度の個人年会費を振込んでいない方は、12 月 14 日（金）までに必ずお振込くださいます

よう、お願い致します。 

 

必要手続 方法 締切 

申込 審判員/スタッフ申込 
デジエントリー 

http://dgent.jp/ 

2018年 12月 14日（金）

23：59 まで 

会員登録/ 

個 人 年 会

費納入 

会員登録及び個人年会費

（2018 年度） ※一般会員/正

会員/高校生/準一般会員 

ゆうちょ銀行からの振込  00100-3-161328                                  

他 の 金 融 機 関 か ら の 振 込          

ゆうちょ銀行  019 支店 当座 0161328 

特定非営利活動法人日本ライフセービング協会 

2018年 12月 14日（金）

までに振込完了 

注） 

※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 

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くださいますようお願いします。やむを得ず

キャンセルの場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ください）。 

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。 

 

 

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 


