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●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 尾田　依津子　（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　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）

藤田　和人　　（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）

松本　貴行　　（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 宮部　周作　　（ライフセービングスポーツ本部長）

実行委員長 丸田　重夫　　（学生部長）

実行委員 中島　典子　　（競技運営審判委員長・チーフレフリー)

玉虫　湧也　　（学生部）

米田　冴那　　（学生部）

諸節　智章　　（静岡県ライフセービング協会）

川地　政夫　　（事務局長）

●規律委員会

丸田　重夫　  （大会役員、実行委員長） 中島　典子　　（競技運営審判委員長、チーフレフリー)

川地　政夫    （事務局長）

●安全対策役員

丸田　重夫　  （大会役員、実行委員長） 中島　典子　　（競技運営審判委員長、チーフレフリー)

川地　政夫    （事務局長）

●競技役員

チーフレフリー 中島 典子

リエゾンオフィサー ○木野 康信 栗栖 清浩

上訴委員 梶本 道彦

機械操作・ヘッドスコアラー ○梶本 道彦 26 ○粟生 賢一 27 中島 重之 伊藤 大智 椿 光一郎

 永島 歩人 桜井 雄大 佐藤 淳平

スターター ○藤田 善照 牧 由佳

レーンジャッジ ○水川 雅司☆ 橋本 みのり 内堀 美行 稲垣 春奈 西野 優大

　☆通告 泉田 昌美 ☆ 坂本 靖 堀口 洋太 須藤 あまね 加藤 智子

ビデオジャッジ ○日馬 孝昌 上野 元基 岸下 有希 杉田 大和 真部 夏

タイムキーパー ○南部 孝二 坂本 千佳子 川隅 しのぶ 中尾 正 伊藤 諒海

（フィニッシュジャッジ） 佐々木 萌衣 渡辺 夏海 伊藤 亮佑 藤澤 丈 望月　椋太

ターンジャッジ ○齊藤 愛子 中尾 正 伊藤 遥奈 齋藤 莉那 相良 圭亮

杉山 奈々美 縄手 大志 佐藤 樹生 平野 武 石井 勇輝

マーシャル（スクルーティニア） ○奈良部 真弓 橋本 未央 遠藤 史哉 山本 大輝

マネキン ○脇田 彰吾 山下 純平 阿部 真生 井勢 茉香呂 武井 琴美

武井 琴美 丹下 三菜子 比嘉 礼央奈 平本 依吹 松谷 泉希

三浦 萌菜 三好 祐人 望月 楓 羽瀬 和史 山本 大輝

横井 夏鈴 鵜飼 智生 川崎 武大 石黒 春花 26 荻原 英司 ス

渡辺 瑞喜 ス 菅原 祐太 ス

BLSアセスメント 調整中

●学生部

〈本部〉 谷田和也 久保田風子 鈴木麻祐 前田裕理 佐滝悠太

塩野万葉 玉虫湧也 米田冴那 熊木渉 木村萌恵

根岸春果

〈広報課〉 小相澤真吾 戸祭竜之介 柳下卓弥 塚本涼太郎 磯崎航

広田恒平

〈器材競技課〉 飯島一暁 沼田和馬 杉崎友梨 佐藤由紀子 大熊明日香

川崎淳美 北川大成 山崎健太郎 力武靖朗 田中実穂

早坂楓香 八百市亮太

〈進行課〉 伊藤舞香 茂木直人 金子莉乃 浦田麻友 石井和馬

小池陽太 小松花穂 土井大雅 中井優波 水本祐奈

馬見新大介

〈安全課〉 生澤安祐美 高橋諒人 清水裕里 古山ゆうみ 遠藤玖斗

鈴木達也 手島七海 狩野未有 酒井雄吾 斎藤優花

〈イベント課〉 久保愛斗 川原吹澪央 河野裕一郎 勝又日葉 赤坂杏子

佐藤舞 末丸太一 平野武 坪内郁美 徳応涼輔

宮川悠斗 伊林菜緒 守屋遼

〈リザルト課〉 大濱一紗 島本奈々子

●総務

オフィシャルカメラマン 三宅　菜央

医務 朽方　規喜

司会・実況（音響） 学生部

広報 高野　絵美 事務局

事務局 川地　政夫 中山　昭 諸節　智章（静岡県協会）本多　通真　(株)オフサイド

※26→26日のみ参加、27→27日のみ参加  ス→スタッフ

※○は、各セクションチーフ

※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。

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（2019/富士水泳場）

＜大会役員・競技運営役員　配置表＞


