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第 12期 JHPTトライアウト（IRB）募集要項 

 

公益財団法人日本ライフセービング協会 

スポーツ育成委員長 青木将展 

NT-IRB 日本代表監督 松井宏泰 

 

 下記のとおり、第 12 期 JHPT トライアウト（IRB）を実施し、その参加選手を募集いたします。本トライアウト

（IRB）は JLA 主催の国内競技会がないことから、強化指定選手の選出に必要な情報を得ることを目的としていま

す。なお、今回の強化指定選手の選出では、今回のトライアウトでの審査結果だけでなく、３月のトライアウト、こ

れまでの強化練習のほか、競技会安全課や IRB ジャッジでの実績など（登録書類審査）も勘案して、総合的に検討

し選考します。 

記 

 

 日  時  2021 年 10 月 23 日（土） 9 時 00 分から 16 時 30 分（予定） 

 場  所  岩井海岸（予定・千葉県南房総市） 

 応募資格  （１）2021 年度 JLA 選手登録をしていること。 

       （２）第 12 期 JHPP 選考対象登録※（2021 年 10 月 11 日（月）まで）をしていること。 

       （３）注意事項に同意していること。 

※JLA の Web にある「第 12 期日本ライフセービング協会ハイパフォーマンスプログラム強化指

定選手募集要項」参照 

https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/jla-high-performance-program/ 

 

 応募方法  下記 URL より必要事項を記入し、注意事項をよく読み、同意の上エントリーしてください。 

エントリーフォーム：https://forms.gle/aXstJFBkueg5DcG48  

最大限、感染防止に配慮して行いますが、参加する皆様全てのご希望にお応えすることができな

い旨、ご了承のほど願います。 

 

 応募締切  2021 年 10 月 11 日(月) 23 時 59 分まで（日本時間） 

 

 選考方法  IRB レスキュー 

 

 選考基準  （１）順位やスピードはあくまでも参考であり、ルール遵守と技能を重視して審査する。 

       （２）今回のトライアウトでの審査結果だけでなく、３月のトライアウト、これまでの強化練習の

ほか、競技会安全課や IRB ジャッジでの実績など（登録書類審査）も勘案して、総合的に検討

し選考する。 

 

https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/jla-high-performance-program/
https://forms.gle/aXstJFBkueg5DcG48


 結果発表  本トライアウト実施後から 11 月 7 日(日)までに本協会 Web ページにて掲載および選出された選

手へ連絡する。なお、強化指定選手に選任された者は、第 12 期 JHPT 合同強化練習（11 月 27、28

日（土、日））に参加すること。 

 

 実施衣類  次のことに注意してください。 

⚫ IRB 種目実施時は、怪我を防止するため、ウエットスーツを着用すること。 

⚫ 必須種目のビーチスプリントでは、シューズを着用しても構わない。 

⚫ 個人でライフジャケットとヘルメットを極力持参する。個人で準備できない場合は、事前に連

絡をすること。 

⚫ 当日は感染防止のため選手同士での資器材の共有は避けること。 

⚫ 主催者が不適切と判断した場合はそれに従い対応すること。 

 

 事前説明会  選考対象登録している選手を対象に事前説明会を開催するので、トライアウト（IRB）参加予定

選手は極力参加すること。 

日時：① 10 月 13 日（水）20：00－21：30 

② 10 月 19 日（火）20：00－21：30 

場所：オンライン（選考対象登録している選手宛にビデオ会議に関する情報を連絡） 

内容（予定）： 

１）トライアウトの種目（IRB レスキュー）を全豪選手権の YouTube 映像を見ながら確認 

２）前回トライアウトの時の各選手の手技 

３）これまでの HPT-IRB の強化練習内容 

４）トライアウトの要項確認 

５）LWC2022 までの計画及び日本代表の選考について 

 

 そのほか  （１）体調チェックシート 

10 月 10 日(日)からの体調を記録し、当日受付にて提出する（選考対象登録選手は別添す

る体調チェックシート、強化指定選手は ONETAP に記録する）。なお、記入漏れや提出が確

認できない場合は本トライアウトに参加できない。 

 ※再確認のため当日会場にて検温を行います。 

       （２）実施要領およびタイムテーブル 

別紙のとおり。 

       （３）第 12 期 JHPP 登録用紙（HPT-IRB） 

第 12 期 JHPP 選考対象登録をすでに済ませている選手で、資格情報や IRB 操船・乗船歴に

更新が生じている場合は、第 12 期 JHPT トライアウト担当宛に再提出すること。 

 

 お問合せ  公益財団法人日本ライフセービング協会スポーツ育成委員会 

       メールアドレス：jla-hpt@jla.gr.jp 「第 12 期 JHPT トライアウト担当宛」 

       にお問い合わせください。数日以内に担当者から返答いたします。           以 上 

mailto:jla-hpt@jla.gr.jp


第 12 期 JHPT トライアウト（IRB）実施要領 

別紙 

 

 

公益財団法人日本ライフセービング協会 

スポーツ育成委員長 青木将展 

NT-IRB 日本代表監督 松井宏泰 

 

必須種目 

 ビーチスプリント（90m） 

参加選手全員の必須種目とし、参考としてタイムを計測する。 

 

IRB 種目 

（１） 参加者事前準備 

トライアウト参加者は、JLA 競技規則 2021 年版の P.174 から掲載されている「第 7 章 IRB 競技規則」を熟

読しておくこと。このうち、トライアウトで実施する「競技種目１：IRB レスキュー」の個所と「IRB 競技失

格コード表」について確認しておくこと。 

（２） 実施種目とデモンストレーション 

トライアウト実施種目は「IRB レスキュー」のみとする。１０月１３日（水）に実施する「スポーツクリニッ

ク」において前回のトライアウトでのデモンストレーションおよび参加選手の手技映像を用いてルール解説を

するとともに、審査項目の詳細を説明する。また、トライアウト当日もデモンストレーションを行う。 

（３） 実施内容 

トライアウト参加者は、デモンストレーションと同じ競技形式の操船等を実施する。参加者は、ドライバー、

クルーをそれぞれ行う（時間的余裕があればペイシェントも）。この時のチーム構成は以下のパターンで行う

が、ペイシェントは実際の人は配置せず、ブイにする。 

① 参加者がドライバー：クルーは元代表（競技経験者） 

② 参加者がクルー：ドライバーは元代表（競技経験者） 

③ 参加者がペイシェント：時間の関係で実施する予定はないが、余裕があれば体験を行う。その場合は、

ドライバー、クルーは元代表（競技経験者）とする。 

（４） 審査方法 

参加者がドライバーで操船を行っているところを、基本操船（技能）と競技規則（ルール遵守）のチェックポ

イントに沿って審査する。審査はチェックポイントごとに定量的（減点方式）に実施する。 

  



（別紙） 

タイムテーブル（予定） 

  
IRB 種目 

9:00 
  

  

  

 受付開始（9 時 00 分） 

9:30 

開会および説明（9 時 30 分） 

10:00 

ウォーミングアップ 

10:30 

トライアウト 必須種目 

（ビーチスプリント） 
 

11:00 

11:30 

昼 食 12:00 

12:30 

（準備）＝＞ウォーミングアップ 

13:00 

トライアウト IRB 種目 

（IRB レスキュー：ドライバー、クルー） 

13:30 

14:00 

14:30 

※終了後、直ちに撤収作業 

15:00 

15:30 

16:00 

閉 会 ＝＞ 解 散（16 時 30 分） 

16:30 
 

17:00   

  

  

 
潮回り：館山（海上保安庁 第三管区潮汐カレンダーより） 旧暦 9 月 18 日中潮  ［満潮］ 6 時 9 分(158cm) / 17 時 32

分(158cm)  ［干潮］ 11 時 58 分(81cm) 

海上保安庁 日月出没計算サービス 北緯 35.06 度 東経 139.50 度 

［日の出］5 時 53 分、［日正中］11 時 25 分 (高度 43)  、［日の入り］16 時 57 分 

  



注意事項 

 

第1条 （目的） 

公益財団法人日本ライフセービング協会スポーツ育成委員会が定めた第 12 期 JHPP に則り、本トライア

ウトにて強化指定選手の選考を行うことを目的とする。 

第2条 （競技規則） 

JLA 競技規則 2021 年版を適用するが、状況に応じて一部変更する場合がある。 

第3条 （感染拡大予防ガイドライン） 

本協会が定めた感染拡大予防ガイドラインを基本とする。特に実施時間外では３密を避ける・マスクを

着用する・飲食時は対面を避け他者と十分に距離をとる等をして参加者は最大限の予防を行う。 

実施後、感染を確認した場合は速やかに主催者へ連絡する。 

第4条 （個人情報の取り扱い） 

本トライアウトに必要な目的以外に個人情報を利用することはありません。また、本トライアウトにお

ける各選手のデータは、今後の選考活動にのみ利用し、必要な目的以外に個人情報を利用することはあ

りません。 

第5条 （問い合わせ） 

参加選手からの選考結果に関する問い合わせは、本協会が定める「選手選考委員会運営規程」に従い、

メール（jla-hpt@jla.gr.jp）にて受け付ける。 

第6条 （未成年者の応募） 

未成年の参加選手は、第 12 期 JHPP 選考対象登録をもって保護者からの同意を得ているものとする。 

第7条 （費用負担） 

参加選手は、本トライアウトに参加するために要する器材費、交通費等の費用を各自負担するものとし

ます。 

第8条 （本トライアウトにおける事故等） 

当協会は、本トライアウトに関して、参加選手に生じた怪我による損害をはじめとする参加選手に発生

した損害・損失に関して、当協会の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負わないも

のとします。 

第9条 （延期および中止） 

緊急事態宣言および開催地における制限等から本トライアウトを予告なく延期もしくは中止する場合が

ある。なお、当日のタイムテーブルおよび実施種目についても変更する場合がある。 

第10条 （報道機関に対する情報開示） 

本トライアウトの取材に来たマスコミや協賛企業等に対し、参加選手の氏名や所属クラブ等の簡単なプ

ロフィールを公開する。 
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