
全日本ジュニア/ユース/マスターズ選手権大会2019 
プール 

競技役員1次要項 

 

■名称 全日本ジュニア/ユース/マスターズ選手権大会2019（プール） 

・ 第6回全日本ジュニアライフセービング・プール競技選手権大会 

・ 第6回全日本ユースライフセービング・プール競技選手権大会 

・ 第1回全日本マスターズライフセービング・プール競技選手権大会 

■日程 2020年 2月15日（土）～16日（日） 

■会場  世田谷区総合運動場温水プール  世田谷区大蔵4-6-1 

■主催  公益財団法人日本ライフセービング協会  

■後援 世田谷区、世田谷区教育委員会、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 

■助成  公益財団法人スポーツ安全協会 スポーツ普及奨励助成事業 

 

■競技種目 

【 小学生の部 】 

●個人種目 

1.  障害物スイム（50m）  （小3.4年女子） 

2.  障害物スイム（50m）  （小3.4年男子） 

3.  障害物スイム（50m）  （小5.6年女子） 

4.  障害物スイム（50m）  （小5.6年女子） 

5.  レスキューチューブスイム（50m）  （小1.2年女子） 

6.  レスキューチューブスイム（50m）  （小1.2年男子） 

7.  レスキューチューブトウ（100m）  （小3.4年女子） 

8.  レスキューチューブトウ（100m）  （小3.4年男子） 

9.  レスキューチューブトウ（100m）  （小5.6年女子） 

10.  レスキューチューブトウ（100m）  （小5.6年男子） 

●チーム種目 

11.  障害物リレー（4 × 50m）  （小6年以下男女混合可） 

12.  レスキューチューブリレー（4 × 50m）  （小6年以下男女混合可） 

 

【 中学生の部 】 

●個人種目 

13.  障害物スイム（100m）  （女子） 

14.  障害物スイム（100m）  （男子） 

15.  マネキンキャリー（50m）  （女子） 

16.  マネキンキャリー（50m）  （男子） 

17.  マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）  （女子） 

18.  マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）  （男子） 

19.  マネキントウ・ウィズフィン（100m）  （女子） 



20.  マネキントウ・ウィズフィン（100m）  （男子） 

●チーム種目 

21.  ラインスロー（10m）  （女子） 

22.  ラインスロー（10m）  （男子） （男女混合チーム可） 

23.  障害物リレー（4 × 50m）  （女子） 

24.  障害物リレー（4 × 50m）  （男子） （男女混合チーム可） 

25.  メドレーリレー（4 × 50m）  （女子） 

26.  メドレーリレー（4 × 50m）  （男子） （男女混合チーム可） 

 

【 高校生の部 】 

●個人種目 

27.  障害物スイム（100m）  （女子） 

28.  障害物スイム（100m）  （男子） 

29.  マネキンキャリー（50m）  （女子） 

30.  マネキンキャリー（50m）  （男子） 

31.  マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）  （女子） 

32.  マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）  （男子） 

33.  マネキントウ・ウィズフィン（100m）  （女子） 

34.  マネキントウ・ウィズフィン（100m）  （男子） 

●チーム種目 

35.  ラインスロー（12.5m）  （女子） 

36.  ラインスロー（12.5m）   （男子） （男女混合チーム可） 

37.  マネキンリレー（4 × 25m）  （女子） 

38.  マネキンリレー（4 × 25m）  （男子） （男女混合チーム可） 

39.  障害物リレー（4 × 50m）  （女子） 

40.  障害物リレー（4 × 50m）  （男子） （男女混合チーム可） 

41.  メドレーリレー（4 × 50m）  （女子） 

42.  メドレーリレー（4 × 50m）  （男子） （男女混合チーム可） 

 

【 マスターズの部 】 

●個人種目 

43.  障害物スイム（100m）  （女子） 

44.  障害物スイム（100m）  （男子） 

45.  マネキンキャリー（50m）  （女子） 

46.  マネキンキャリー（50m）  （男子） 

47.  マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）  （女子） 

48.  マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）  （男子） 

49.  マネキントウ・ウィズフィン（100m）  （女子） 

50.  マネキントウ・ウィズフィン（100m）  （男子） 

 

Ø 小学生の部・中学生の部・高校生の部にエントリーする全ての競技者は、チームの責任者および保護者が

競技者本人の力量を判断し意思を確認の上、エントリーをするようにお願い致します。 



Ø 小学1.2年生のチーム種目出場については、出場希望者がいれば今回暫定的に認めることとします。厳重

な安全体制を確保した上で実施状況を判断し、来年度からの正式化を判断します。チームの責任者および

保護者が競技者本人の力量を判断し意思を確認の上、競技者の体力が非常に優れており、確実に完泳がで

きる場合のみにエントリーをするようにお願い致します。 

Ø 下線のある種目は、タイム決勝にて実施いたします。そのほかの種目は予選・決勝として実施します。エ

ントリー数やその他事情により、一部もしくは全種目をタイム決勝とする場合があります。 

Ø 個人種目登録数は1人2種目までとします。3種目以上に出場する場合は、追加参加費（後述）が必要と

なります。ただし、チーム種目は除きます。 

Ø 小学生の部のチーム種目は、男女別を設けず男女混合のみとします。中学生の部および高校生の部のチー

ム種目は男女別で実施をしますが、男子の種目には男女混合でのエントリーをすることができます。 

Ø チーム種目は、1 団体につきカテゴリ別にそれぞれ各 3 チームまでとします。但し、同一競技者が複数組

に出場することはできません。 

Ø 中学生の部における「ラインスロー（10m）」は、クロスバーの位置を「スタートする側のプールの端から

10mの地点」に変更して競技を行うこととします。 

Ø 「ジュニアチューブスイム（50m）」「レスキューチューブトウ（100m）」「レスキューチューブリレー（4 × 

50m）」については、参加規程内に記載のルールを参照してください。 

 

■タイムテーブル 

別紙「参考タイムテーブル」参照。エントリー集計後、詳細は2次要項でお知らせします。 

 

■競技規則 

チーム1次要項・参加規程内に記載の競技規則参照のこと。 

 

■募集概要 

① オフィシャル：Ｃ級審判員資格以上の方 

② スタッフ：大会運営業務 

③ その他 

 

■参加条件 

① オフィシャル参加にあたってはオフィシャル資格を取得し、申込締切日までに、登録管理システム

「LIFESAVERS」にて必ず資格の登録および登録費の支払いが完了していること（スタッフは除く）。 

② 本競技会に競技者登録をしていない方。 

③ 業務全般が支障なく遂行できること。 

④ 申し込み多数の場合はチーム選出オフィシャル、次に2日間できる方を優先させていただきます。 

⑤  締切日前であっても、申込を締め切る場合もございますのでご了承願います。 

⑥ 配置につきましては実行委員会で決めさせていただきます。 

ただし、配置に配慮が必要な場合は事前に申告すること（デジエントリー「その他連絡事項」欄）。 

⑦ デジエントリー登録時に「役職経験」「希望する役職」を、申告してください。 

⑧ 審判員は、BLS以上の資格を所有していることを推奨する。 

※個人情報（氏名）が競技会プログラムに掲載される場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

■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以下に開催する予定です。オフィシャル・スタッフの方

は、必ず出席してください。詳細は2次要項にてご案内いたします。 

 

■交通費（オフィシャル） 

上限5,000円の実費精算。後日、指定口座に振込みます。 



・デジエントリーにてご自宅最寄り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。 

・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」の口座をお持ちでしたら優先してご記入ください。 

・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

記載してください。 

① ゆうちょ専用        記号（5 ｹﾀ）-番号（8 ｹﾀ） （数字のみ） 

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 

                                 （数字のみ） 

 

■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。 

・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」の口座をお持ちでしたら優先してご記入ください。 

・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

を記載してください。 

① ゆうちょ専用        記号（5 ｹﾀ）-番号（8 ｹﾀ） （数字のみ） 

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 

                              （数字のみ） 

 

■食事 

2月15日（土）  昼食（会場） 

2月16日（日）  昼食（会場） 

 

■宿泊 

宿泊の提供はございません。 

 

■ユニフォーム 

① オフィシャル 

「競技規則2019年版」、公式ユニフォーム【白ポロシャツ・紺短パン・審判員カード（カードケースはご自身

でご用意ください）】、笛、ペン、ならびに室内シューズ（靴裏面が白）、靴下も各自ご用意ください。サン

ダル等（クロックスサンダル含む）はご遠慮ください。 

※ 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ください。以前に支給されたことがある方は、必ずご持参ください!! 

※ マネキン担当者は、水着・ウェットスーツ・タッパー・ラッシュガード・スイムキャップ・ゴーグル・フィ

ン等を各自必ずご用意ください。 

※ 競技会中の貴重品は各自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。 

 

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ください。 

※ アッププールにおけるライフガードの方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】をご持参ください。 

※ マネキン担当者は、水着・ウェットスーツ・タッパー・ラッシュガード・スイムキャップ・ゴーグル・フ

ィン等を各自必ずご用意ください。 

 



■会場の駐車場について 

できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

有料駐車場はございますが、時間と台数に制限がございます。 

詳しくは総合運動場ホームページでご確認ください。 

 

■申込方法 

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、本競技会ページよりお申込みください。 

 

※ 別紙「各種締切」を参照のうえ、間違いの無いようお申込みください。 

 

■キャンセルについて 

申し込み後のキャンセルは、極力されないようにお願いします。万が一キャンセルの場合は、必ず代わりの方

をご選出ください（但し、同競技会にてオフィシャルとしてエントリーしている方以外からの選出）。宿泊希望

している場合は、キャンセル料が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

■保険について 

本競技会参加規程のもとでの参加者（競技者、競技役員）は、以下の保険に加入しています。 

なお、賠償責任保険については、競技会参加者同士の事故には法律上の賠償責任が発生しないため保険の対象

となりません（例：レース中、A競技者のクラフトがB競技者のクラフトにぶつかりB競技者のクラフトが破損

した）。競技会期間中の場合は、競技会本部事務局にお知らせください。 

 

＜傷害保険＞ 

死亡保険金額             500万円  

後遺障害保険金額         500万円〜20万円 

入院保険金額             3,000円 

手術保険金額             入院保険金額の5倍〜10倍 

※代理店：有限会社リプロ（0466-55-4388） 

 

＜個人賠償責任保険＞ 

賠償責任保険（身体・財物）  1億円  

※１事故につき5千円の自己負担 

※代理店：株式会社第一成和事務所（03-5645-1071） 

 

＜団体賠償責任保険＞ 

賠償責任保険（身体・財物）  2億円  

賠償責任保険（管理財物）   50万円 

賠償責任保険（人格権侵害）  50万円 

事故対応費          500万円 

見舞費用（死亡）       50万円 

見舞費用（後遺障害）     2万円～50万円 

見舞費用（入院）       2万円～10万円 

見舞費用（通院）       1万円～5万円 

※代理店：株式会社第一成和事務所（03-5645-1071） 

 

■その他 

① 配置等の2次要項は大会開催日の1週間前を目処にお送りします。 

② 個人情報（名前）は大会プログラムに掲載されます。あらかじめご了承ください。 

 



■登録管理システム「LIFESAVERS」 

システムを通じて「JLA-ID」を取得して、個人管理ページで保有資格等の確認と2019年度登録費（資格登録や

選手登録）の支払いをお済ませください。各種登録は１年ごとです。なお、登録方法などご不明な点は下記の

サポートセンターにお問合せください。 

●メール：「LIFESAVERS」のお問い合わせフォームをご利用ください。 

http://life-savers.jp 

 

 

 

■C級認定審判員養成講習会のお知らせ 

以下の日程で開催予定です。この日程に参加し合格した場合でも、本競技会へのテクニカルオフィシャルとし

てのエントリーが可能です（競技会へのテクニカルオフィシャルエントリーは別途必要です）。奮ってご参加く

ださい。詳しくは登録管理システム「LIFESAVERS」内の『講習会申込』からご確認および受講エントリーをお

願い致します。 

日時：2020年1月11日(土) 09:30〜16:30 

場所：世田谷区立総合運動場予定） 

 

■お問合わせ先 

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1階 

TEL：03-3459-1445（対応時間：平日12：00-18：00） 

FAX：03-3459-1446  

 


