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Junior/Youth/Masters

全日本ジュニア /ユース /
マスターズ選手権大会
2021（ビーチ）



砂浜で約20m離れたバトン

ラインに背を向けてうつ伏

せになり、バトンラインに競

技者より少ない数で置かれ

たビーチフラッグ（バトン）

を取り合う。最近では、テレ

ビ番組などでもお馴染みと

なり、ライフセービング競技

の中で最も知名度のある競

技とされる。

砂浜の直線コースを90m走

る。柔らかい砂を走る場合、

蹴った力が砂に吸収される

ため強く蹴り出すより大きく

足を運ぶことが必要で、硬さ

のある陸上とは走り方が異

なる。また、海岸によって砂

の質が異なることも計算し

なければならない。

海岸を1km又は2km走る。

大きな海岸で救助に向かう

為に数百メートルを走って

移動してから海に飛び込む

こともある。この競技はこの

ような浜で走ることをトレー

ニングするために生まれた

競技である。泳ぐだけでは

なく走る力もライフセーバー

には必要となる。

砂浜の90mの直線コースを

1チーム4人で走り、リレーを

つなぐ。ビーチリレーはバト

ンの受け渡しに特徴があり、

行き違いにバトンを渡す。

受け渡しでは減速しつつ、バ

トンを受け取ったらすぐに

トップスピードへあげること

がポイントとなる。また、足

の速い選手4人を揃える層

の厚さも勝利の必要条件と

なる。

海岸に設けた1kmのコース

を1チーム3人、計3kmをリ

レーでつなぐ。選手は次の

走者へチームカラーのたす

きを渡す。広い海岸で救助

に向かう際、数百メートル

走ってから救助に向かうこ

とも想定される。ライフセ

ーバーは泳ぐだけではな

く、長距離を走る力も必要

とされる。
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公益財団法人
日本ライフセービング協会
理事長　入谷 拓哉

　全日本ジュニア /ユース / マスターズ選手権大会 2021＜ビーチ種目＞を開催するにあたり、ここに謹んでご挨拶申し上げます。
　はじめに、新型コロナウイルス感染症の治療および看護のため、日々最前線でご活躍されている医療従事者の皆様、ならびに公的救
助機関の皆様に敬意を表します。
　私たちライフセーバーにとっても、2020 年は誰も経験したことがない夏を迎えることとなりました。全国各地の海水浴場が不開設と
なるなかで、水辺の安全とは何か？我々に出来ることは何なのか？改めて、ライフセーバーの存在意義と価値が問われた年でありました。
また、全国の学校機関では、感染対策の一環としてやむなく水泳の授業が中止となり、子どもたちにとって貴重な「水辺体験」の時間
がなくなり、水辺の危機管理能力を養う時間もなくなってしまいました。そのような中で JLA では、自宅にいながら水辺の安全につい
て学べる「e-Lifesaving」という ICT 教材を開発しました。ぜひご家庭で、ご家族揃ってご覧になってください。
　ライフセービングスポーツは、約 1年ぶりに再開することとなります。ライフセーバーにとってスポーツは欠かすことができません。
「ゴールの先に救う生命がある」の通り、競技力の向上は救助能力の向上につながります。そして子どもたちにとってのスポーツとは、「楽
しみ」の一つでもあります。子どもたちをはじめ、ライフセービングスポーツに参加する全ての人を守るため、新たな生活様式に合わ
せた競技会運営を行い、スポーツ事業を再始動してまいります。
　結びにあたり、本大会を開催するにあたり、ご尽力賜りました関係諸機関、関係各位に対しまして、御礼と感謝を申し上げます。

選手 / PLAYERS

競技種目 / COMPETITIONご挨拶 / GREETING



タイムテーブル /  TIMETABLE

スタッフ /  OFFICIAL STAFF

1日目（5/29）　【日の出：4:29／日の入：18:49】 2日目（5/30）　【日の出：4:28／日の入：18:50】
フラッグスエリア スプリントエリア ビーチランエリア フラッグスエリア　A

（20mエリア）
フラッグスエリア　B　

（15mエリア） ビーチランエリア

12:20

16:20

7:30 7:00
8:30 8:00
9:00 9:00

10:00 9:15 9:15
10:10 9:30
10:30 9:50
10:40 10:00
10:50 10:20
11:00 10:50
11:20 10:55
11:30 11:10 11:10
11:40 11:40
11:55 11:55
12:10 12:05

12:30
13:00 12:55 12:55
13:05 13:50 13:50
13:10 14:45
13:15 15:40
13:20 16:00

13:40
13:50
14:00
14:10
14:30

15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00

安全役員会議/実行委員会 安全役員会議/実行委員会
審判員・スタッフ会議 審判員・スタッフ会議
出場確認・代表者会議 ビーチフラッグス（マスターズ男子）予選

ビーチスプリント（マスターズ男子）予選 ビーチフラッグス（高校女子）予選 ビーチフラッグス（小学5.6年/女子）予選
ビーチスプリント（高校男子）予選 ビーチフラッグス（小学5.6年/男子）予選
ビーチスプリント（中学男子）予選 ビーチフラッグス（高校男子）予選
ビーチスプリント（小学1.2年/女子）予選 ビーチフラッグス（小学3.4年/女子）予選
ビーチスプリント（小学1.2年/男子）予選 ビーチフラッグス（小学3.4年/男子）予選
ビーチスプリント（小学3.4年/女子）予選 ビーチフラッグス（小学1.2年/女子）予選
ビーチスプリント（小学3.4年/男子）予選 ビーチフラッグス（高校女子）2次予選
ビーチスプリント（小学5.6年/女子）予選 ビーチフラッグス（高校男子）2次予選 ビーチフラッグス（小学1.2年/男子）予選
ビーチスプリント（小学5.6年/男子）予選 ビーチフラッグス（中学女子）予選
ビーチスプリント（高校女子）予選 ビーチフラッグス（中学男子）予選
ビーチスプリント（高校男子）準決勝

ビーチフラッグス（マスターズ女子・男子）決勝
ビーチリレー（中学女子・男子）決勝 ビーチフラッグス（中学女子・男子）決勝 ビーチフラッグス（小学5.6年/女子・男子）決勝
ビーチリレー（マスターズ）決勝 ビーチフラッグス（高校女子・男子）決勝 ビーチフラッグス（小学3.4年/女子・男子）決勝
ビーチリレー（小学6年以下）決勝 ビーチフラッグス（小学1.2年/女子・男子）決勝
ビーチリレー（高校女子）決勝 3×1kmビーチランリレー（中学女子・高校女子
ビーチリレー（高校男子）決勝 3×1kmビーチランリレー（中学男子・高校男子

ビーチラン（1km）（マスターズ女子・男子）決勝
ビーチラン（1km）（中学女子）決勝
ビーチラン（1km）（中学男子）決勝
ビーチラン（2km）（高校女子）決勝
ビーチラン（2km）（高校男子）決勝

ビーチスプリント（マスターズ女子）決勝
ビーチスプリント（マスターズ男子）決勝
ビーチスプリント（小学1.2年/女子）決勝
ビーチスプリント（小学1.2年/男子）決勝
ビーチスプリント（小学3.4年/女子）決勝
ビーチスプリント（小学3.4年/男子）決勝
ビーチスプリント（小学5.6年/女子）決勝
ビーチスプリント（小学5.6年/男子）決勝
ビーチスプリント（中学女子）決勝
ビーチスプリント（中学男子）決勝
ビーチスプリント（高校女子）決勝
ビーチスプリント（高校男子）決勝

16:05

（休憩・昼食）

競技終了

（休憩・昼食）

競技終了

● 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 松本　貴行 （同協会　副理事長）
大会役員 石川　仁憲 （同協会　常務理事） 風間　隆宏 （同協会　常務理事） 宮部　周作 （同協会　常務理事） 内田　直人 （同協会　理事）

高野　絵美 （同協会　理事） 中川　容子 （同協会　理事） 細田　直彦 （同協会　理事） 丸田　重夫 （同協会　理事）
● 大会実行委員会
実行委員長／セイフティオフィサー 青木　将展 （ライフセービングスポーツ副本部長／スポーツ育成委員長）
実行委員 宮部　周作 （ライフセービングスポーツ本部長） 中島　典子 （競技審判委員長） 出木谷　啓太 （アスリート委員長） 篠　岳瑠 （アスリート委員・ジュニアユース担当）

島田　貴史 （中学高校委員長） 中島　重之 （競技審判委員） 座間　吉成 　（横浜海の公園ライフセービングクラブ） 高野　絵美 （広報室長）
川地　政夫 （事務局長） 水川　雅司 （事務局職員／チーフレフリー）

● 規律委員会
委員長 青木　将展 （ライフセービングスポーツ副本部長／スポーツ育成委員長）
委員 川地　政夫 （事務局長） 水川　雅司 （事務局職員／チーフレフリー）
● 緊急・安全委員会
委員長／セイフティオフィサー 青木　将展 （ライフセービングスポーツ副本部長／スポーツ育成委員長）
委員 座間　吉成 （横浜海の公園ライフセービングクラブ）川地　政夫 （事務局長） 水川　雅司 （事務局職員／チーフレフリー）
● 感染対策委員会
委員長／セイフティオフィサー 青木　将展 （ライフセービングスポーツ副本部長／スポーツ育成委員長）
委員 朽方　規喜 （医務担当） 清水　伸子 （国際武道大学トレーナーチーム） 川地　政夫 （事務局長） 水川　雅司 （事務局職員／チーフレフリー）
● テクニカルオフィシャル
チーフレフリー 水川　雅司
ヘッドスコアラー ◎日馬　孝昌 齋藤　陸 大野　俊秀
マーシャル ◎高梨　洋子 大山　ルミ 糸井　成 安田　愛
スターター ◎大山　玲奈 佐藤　孝太 大図　光陽 竹花　悠也
コースジャッジ（ビデオ記録員含む）◎田中　えりか 坂本　靖 平藤　昌寛 川勝　美輝 奈良部　洋 橋本　晶子 花塚　修斗 斎藤　貴子 北村　太輝 神田　綾 柳沼　秀哉 前田　葵

中村　凜南 門間　智幸 大熊　順一 牧田　直也29 谷中　一朝29 三木　恵美子　29和田　茉奈実　29伊藤　和奏29 大熊　明日香　29 高橋　佳樹30 大熊　美咲30 原　侑伽30
レコーダー ◎坂本　千佳子 川隅　しのぶ
● 総務関連
器材・会場係/安全課 横浜海の公園LSC
医務 朽方　規喜
トレーナー 清水　伸子 国際武道大学トレーナーチーム
オフィシャルカメラマン 三宅　菜央
広報室 高野　絵美 阿部　真生
運営協力 本多　通真（オフサイド）
事務局 川地　政夫 中山　昭 水川　雅司

※29→29日のみ参加、30→30日のみ参加　　　 ※「◎」はセクションチーフ ※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。


