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   第 14 回神奈川県ライフセービング・プール競技選手権大会 

【 審判・スタッフ 2 次要項 】 

2016 年 10 月 26 日 

審判・スタッフ各位 

第 14 回神奈川県ライフセービング・プール競技選手権大会 

実行委員会 

 

拝啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。 

この度は審判員、スタッフにお申込みいただき誠にありがとうございます。大会参加にあたり、下

記の点につきましてご連絡させていただきますので、ご確認下さい。 

敬具 

 

■ 配置 

大会での配置については、別紙の「オフィシャル配置表」でご確認ください。 

 

■ タイムテーブル（別紙参照） 

 

■ 会場入場およびオフィシャル会議 

審判員・スタッフの入場・会議時間は下記の通りです。会議では、審判員の顔合わせなど大会

に必要なミーティングを行いますので時間に遅れないように集合してください。なお、交通事

情によりやむを得ず集合時間に来られない場合は、あらかじめ事務局までご一報下さい。 

入場時間 7 時 45 分      会場 1階 大会役員室 

会議時間 8 時 00 分      会場 1階 大会役員室 

 

■ ユニフォーム（※ご自身が所属のチーム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） 

① 審判員ユニフォーム一式 

審判員ユニフォームをお持ちでない方は、白ポロシャツと紺または黒の短パンをご用意ください。 

② 室内用シューズ（靴底が白いもの） 

③ ボールペン 

④ 審判員資格証 

⑤ マネキン係りの方は恐れ入りますが上記に加え、防寒具・水着・ウェットスーツ・ゴーグル・

スイムキャップ・タオル・あればフィンなどのご用意をお願いいたします。なお、審判員資

格のない方については、審判員ユニフォームは必要ありません。 

⑥ 安全係りの方は、選手がダイビングプールでウォーミングアップを行なう際、監視に携わっ

ていただきます。水着・タオル・ＪＬＡパトロールユニフォーム（Ｔシャツ・短パン）をご

持参下さい。 

⑦ 大会中は、両手の空くウエストポーチをご活用ください（肩掛けカバンはご遠慮下さい） 

⑧ 来賓・プレス・事務局担当の方については、長ズボン、ポロシャツ（できれば白・紺・黒色）、

室内靴、靴下を各自ご用意ください。 

  

■ 交通費 

あらかじめ ご申告いただきました実費交通費（特急料金や特別料金は除く。上限 5,000 円）を

用意いたします。必ず印鑑をご持参下さい。 
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■ 食事 

大会当日の昼食はご用意いたします。なお、朝食については準備がありませんのでご了承くだ

さい。 

 

■ 駐車 

駐車場ご利用をお申し出いただいた方は登録しておりますので、当日、警備員にお名前をお申

し出下さい。駐車場は『第 4駐車場』をご利用下さい。 

 

※ご不明な点などございましたら、事務局（和田）までお問合せ下さい。 

 

 

■場所 

さがみはらグリーンプール 〒252-0242 相模原市中央区横山 5-11-1 

ＪＲ相模線 上溝駅：徒歩 10 分 

ＪＲ横浜線 相模原駅：バス 10 分（グリーンプール前）下車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技役員入口 

競技役員駐車場（第４駐車場）
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■プール図面 

オフィシャル会議会場 ： さがみはらグリーンプール 1Ｆ会議室 → 競技役員入口よりお入り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

緊急連絡先（大会前日・当日）：080-4069-3642 

URL：http://www.lifesaving.ne.jp 

E-Mail：info@lifesaving.ne.jp  担当/和田 

選手入口 

2 階 

サブプール 

エントランスホール 

正面玄関

正面玄関 

(朝は入場できません) 

トレーニングルーム 

オフィシャル会議会場（大会当日集合場

競技役員入口            

※建物正面ではなく、横の入り口です 



役　職

大会顧問　 相澤　重男 朽木　聡 加藤　道夫

大会会長 土志田　仁

大会副会長 菊地　一郎

大会役員 相澤　千春 永井　宏 三浦　秀樹 白井　勇喜

進行ディレクター 菊地　一郎

競技ディレクター 泉田　昌美

規律委員 相澤　千春 三浦　秀樹 泉田　昌美

上訴審判委員 泉田　昌美 橘川　克巳

審判長 藤田　善照

出発合図員 上野 義洋○ 脇田　彰吾

泳法審判員 相馬　義彦〇△ 山本　准三△ 谷中　一朝 内堀　美行

有賀　勇人 佐藤　由紀子 中武　美穂 大坪　栞奈

丸山　彩 山本　美香

計時員 坂本　千佳子〇 西嶋　智美 中尾　正 西嶋　大

着順判定員 江島　なな 渡辺　夏海 山本　麻美 大和　絵美

小澤 碧

折り返し監察員 斉藤　良太○ 坂本　靖 後藤　慎太郎 津嶋 貴子

西川　道代 佐藤　大心

招集員 ○上原　絢子 小島 瑠菜

器材検査員　　　　　

記録員・総合記録 原田　剛○ 水川　雅司 天川　仁 久保　亮介(ス)

機械審判員　 　　 清水　正 (水連) 県水連 県水連

マネキン係 吉田　健博○ 武内　万昌 浅生　憂也 疋田　顕

倉山　拓実 小笠原　佑介 坂井　やよい 田丸　純太朗

星　有沙 相沢　晃汰 渡　美紀 青田　梨奈

佐々木　大河 高梨　絵理華 山下　純平 吉岡　憲人

小見山　卓也 後藤　圭 西後　仁和 古林　南

森島　絵理奈

器材・会場係 浜地　憲太郎 板垣　俊輔 青木　優一郎

受付係 奈良部　真由美 多田　智栄

安全係 浅野 雄也 小林 人生

救護係

式典/進行 南澤　元治 (CA) 薄井　智洋 (CA) 梅田　祥成 (CA) 青木　望 (CA)

MC 菊地　由美子

事務局 和田　朋也 望月　洋介 小林　佑輔(ス) 中瀬　貴裕（ス）

安部　純（ス)

○印…チーフ
△印…通告 　　　

第14回　神奈川県連盟ライフセービングプール選手権大会

2016/10/26

氏　　　　名

山村　美智代 （看護師）

オフィシャル配置表


