KLF 大会 2014

第 2 回神奈川県ジュニア・ライフセービング競技会
KANAGAWA JUNIOR LIFESAVING CHALLENGE 2013

【
拝啓

参加募集要項

】

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ご理解とご

協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の通り「第 2 回神奈川県ジュニア・ライフセービング競技会」を開催いたします。
つきましては開催にあたり参加選手の募集をさせていただきますので皆様のご参加をお待ち申し上
げます。
記
■開催日：2014 年 5 月 25 日（日）【1 日間】
■会

場：森戸海岸（神奈川県葉山町）

■主

催：特定非営利活動法人神奈川県ライフセービング連盟
(日本ライフセービング協会神奈川県支部)

■後

援：特定非営利活動法人日本ライフセービング協会

■協 賛：株式会社三洋物産/三洋販売・GUARD SHOP
■協

力：葉山町商工会会議所・葉山ライフセービングクラブ

■競技種目：全体参加……… 開閉会式・ビーチクリーン
競技種目
①

1．2 年生ビーチフラッグス （男女混合）

②

3．4 年生ビーチフラッグス （男女混合）

③

5．6 年生ビーチフラッグス （女子）

④

5．6 年生ビーチフラッグス （男子）

⑤

中学生ビーチフラッグス （女子）

⑥

中学生ビーチフラッグス （男子）

⑦

3．4 年生ニッパーボードレース （男女混合）

⑧

5．6 年生ニッパーボードレース （女子）

⑨

5．6 年生ニッパーボードレース （男子）

⑩

中学生ボードレース （女子）

⑪

中学生ボードレース （男子）

⑫

3．4 年生ランスイムラン （男女混合）

⑬

5．6 年生ランスイムラン （女子）

⑭

5．6 年生ランスイムラン （男子）

⑮

中学生ランスイムラン （女子）

⑯

中学生ランスイムラン （男子）

※

競技種目は、安全管理上変更される場合があります。

※

中学生のニッパーボードレースは実施いたしません。

■タイムテーブル：後日、当連盟ＷＥＢサイト http//www.lifesaving.ne.jp に掲載いたします。
■表

彰：各種目、上位 1 位～3 位まで、メダルを授与して表彰する。総合表彰は行わない。

■参加資格：小・中学生で、ライフセービング活動を志し、保護者の同意を得た健康な男女。
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■参 加 費：小学生 1 名…1,500 円（参加賞、保険料を含む）
中学生 1 名…1,800 円（参加賞、保険料を含む）
※なお、欠場、失格、その他理由の如何を問わず参加費は返還されません。ご注意下さい。
■競技規則：
1．本大会競技規則は、
「ライフセービング競技規則〈2014 年版〉
」に則り行います。なお、サーフ
種目の距離については変更いたします。
2．2014 年版競技規則は、4 月中に JLA ホームページに掲載されます。
3．靴の使用は競技中の安全を考慮し使用可能とします。なお、競技会場（砂浜）の状況に応じて、
着用を義務づける場合もありますので、ビーチ種目に出場する選手は靴を必ずご持参下さい。
■その他：
・ 出場する競技のルールは、必ず把握し、理解をしてからご参加下さい。
・ 開会式の前後を予定してビーチクリーンを行いますので、全員参加でご協力ください。
・ 各自でゴミは必ず持ち帰るようにしてください。
・ 当日、車輌にてご来場のされる場合は、大会前にホームページにアップしますのでご確認下さい。
その際、できる限り車両に乗り合わせてご来場下さい。会場周辺の駐車場は台数が限られており
ますので、なるべく電車・バスなどの公共交通機関をご利用下さい。
■参加上のご注意：
・ 万一、最小催行人数に達しない場合は大会を中止する場合がございますので、予めご了承下さい。
この場合には、お振込いただいた参加費は返却いたします。
■お申込方法：
・ お申込みは、「デジエントリー」より、参加される各個人にてお申込み下さい。
携帯端末をご利用の方は、下記 QR コードを読み取り、アクセスして下さい。
・ 参加費のお支払は、コンビニ・ペイジー・クレジットカードからお選びいただけます。お支払方
法により、手数料が異なりますのでご注意下さい。
・ 大会二次要綱は、当連盟ホームページまたは、参加申し込み時にご登録いただきましたメールアド
レスにお送りいたします。
二次要綱をメールにてお受け取りをご希望され、携帯端末からご登録いただいた方で、迷惑メール
対策をされている方は、ドメイン「 dgent.jp 」からのメールを受信できるように設定をお願いい
たします。
・ 保護者の同意が必ず必要となります。

【お申込み】
●ホームページ

http://www.lifesaving.ne.jp

★申込締め切り……平成 26 年 5 月 5 日（月）23 時 59 分まで
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神奈川県ジュニア・ライフセービング競技会
KANAGAWA JUNIOR LIFESAVING CHALLENGE 2014

参加規定
1.参加資格
1-1 選手は、小・中学生で、ライフセービング活動を志し、保護者の同意を得た健康な男女。
2.チーム構成
2-1 チームは、学校もしくはクラブなど、同じ団体に所属している選手により構成されなければなら
い。また、1 団体からの出場は 1 チームとする。
2-2 チーム内から必ずキャプテン（代表）を 1 名選出すること。
2-3 参加チーム名は、JLA 加盟クラブの場合、団体正会員もしくは団体一般会員名とする。それ以外の
場合はこの限りではない。
3.出場登録
3-1 参加選手は所定の手続きにより、出場種目を登録しなければならない。なお、登録後の出場種目
の変更及び未登録の種目への出場はできない。
3-2 出場登録は、当該学年の種目であれば制限はない。
4-3 選手個人の体力や技術などを十分に考慮してエントリーすること。
4.チーム代表者
4-1 各参加チームはチームを代表する者としてチーム代表者を 1 名おかなければならない。チーム代
表者は、各クラブのジュニア指導者または代表者会議の内容を理解できる者とする。
5.チームユニフォーム及び競技中の衣類
5-1 各チームは、式典や表彰式および競技に適したユニフォーム、水着、キャップを持たなければな
らない。ラッシュガードは、主催団体から特別な指示がない限り競技中、任意に着用することが
できる。
5-2 ユニフォーム、水着、キャップの性質、デザインが一般良識に反すると主催団体が判断した場合
は、いかなる競技者も競技に参加することができない。
5-3 キャップは、競技者の識別や判定のために重要であるため、スタート前に紐をあごの下で留めて
競技者の頭に着用しなければならない。スタートの後に、キャップがとれたり、失ったりした場
合、違反なしに競技が終了できていれば失格とはならない。
5-4 チームのユニフォーム、水着、キャップ、ラッシュガードに競技会のスポンサーと対立するよう
な商標、商標名があると主催団体が判断した場合、その対応は主催団体の指示に従わなければな
らない。
5-5 大会主催者が指定する衣類（ラッシュベスト）を競技中に着用することがある。
6.表彰
6-1 各種目上位 1～3 位を表彰しメダルを授与する。総合表彰は行わない。
7.参加費
7-1 参加費は、1 名 1,500 円/1 名とする。
7-2 参加費は、所定の手続きに従い、それぞれが定める支払期日までに支払わなければならない。
7-3 参加申込締め切り後の出場登録の取り消し、天候その他の理由により大会のスケジュール変更や、
やむを得ず中止になった場合でも参加費は返還されない。
7-4 参加選手が欠場、あるいは失格となった場合でも参加費は返還されない。
8.競技器材
8-1 競技に使用する器材は原則として参加選手が用意するものとする。
8-2 競技で使用する器材は、「ライフセービング競技規則（2014 年版）
」の「第 7 章競技器材の規格」
の基準を満たさなければならない。
8-3 主催団体は、選手の競技器材の検査・再検査を競技前、競技中、競技終了後任意に行うことがで
きる。競技器材が基準を満たしていない場合は、その選手はその器材を使用できないか、または
失格となる。
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8-4

ボードは、競技用の「パドルボード」を使用するが、代わるものとして「レスキューボード」を
使用してもよい。

9.競技規則
9-1 本大会は、「ライフセービング競技規則（2014 年版）
」に基づいて行う。
9-2 本大会のスタート方法は、2 回制（2 スタートルール）とする。
9-3 靴の着用は競技中の安全性を考慮し使用可能とする。なお、競技会場（砂浜）の状況に応じて、
着用を義務付ける場合がある。
10.その他
10-1 大会中に大会主催者および大会主催者が認めた者が撮影した写真、映像を、ライフセービングの
広報の目的で使用することがある。
10-2 大会中に大会主催者が撮影を制限したり、拒否したりすることがある。
10-3 大会主催者への提出書類の記載事項に虚偽が認められた場合、大会への参加や記録が取り消され
ることがある。
10-4 主催者は、大会会場における個人の物品等について責任は負わない。
（

以上 ）

特定非営利活動法人 神奈川県ライフセービング連盟
〒251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡 3-17-1
TEL：0466-60-2212 FAX：0466-60-2213
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