
1日目（5月21日）

7:00

7:30

8:30 一般 ビーチスプリント（男子） 予選 8:30 一般 ボードレース（女子) 予選 8:30 小学 5・6年 ニッパーボードレース（男子） 予選

9:00 一般 ビーチスプリント（女子） 予選 一般 ボードレース（男子) 予選 9:00 小学 3・4年 ニッパーボードレース（女子） 予選

9:30 一般 ビーチリレー（男子） 予選 9:25 一般 サーフレース（女子） 予選 小学 3・4年 ニッパーボードレース（男子） 予選

9:50 中学生 ビーチリレー（女子） 決勝 一般 サーフレース（男子） 予選 9:55 小学 1・2年 ウエーディングレース（混合） 予選

中学生 ビーチリレー（男子） 決勝 10:15 一般 ボードレスキュー（女子） 予選 10:15 小学 5・6年 サーフレース（女子） 決勝

10:20 一般 ビーチスプリント（女子） 準決勝 一般 ボードレスキュー（男子） 予選 小学 5・6年 サーフレース（男子） 決勝

一般 ビーチスプリント（男子） 準決勝 10:50 一般 ボードレース（女子) 準決勝 10:55 小学 3・4年 ラン・スイム・ラン（女子） 決勝

11:00 小学 1・2年 ビーチスプリント（混合） 予選 一般 ボードレース（男子) 準決勝 小学 3・4年 ラン・スイム・ラン（男子） 決勝

11:30 小学 3・4年 ビーチスプリント（女子） 予選 11:35 一般 レスキューチューブレスキュー（女子） 予選 11:35 小学 5・6年 ニッパーボードレスキュー（女子） 決勝

小学 3・4年 ビーチスプリント（男子） 予選 一般 レスキューチューブレスキュー（男子） 予選 小学 5・6年 ニッパーボードレスキュー（男子） 決勝

12:00 （昼休憩） 12:10 （昼休憩） 12:00 （昼休憩）

12:50 小学 5・6年 ビーチスプリント（女子） 予選 13:00 一般 レスキューチューブレスキュー（女子） 決勝 13:00 小学 1・2年 ウエーディングレース（混合） 決勝

小学 5・6年 ビーチスプリント（男子） 予選 一般 レスキューチューブレスキュー（男子） 決勝 13:25 小学 3・4年 ニッパーボードレース（女子） 決勝  

13:25 中学生 ビーチスプリント（女子） 決勝 小学 3・4年 ニッパーボードレース（男子） 決勝

中学生 ビーチスプリント（男子） 決勝 小学 5・6年 ニッパーボードレース（女子） 決勝

13:45 一般 ビーチスプリント（女子） 決勝 13:40 一般 ボードレース（女子) 決勝 小学 5・6年 ニッパーボードレース（男子） 決勝

一般 ビーチスプリント（男子） 決勝 一般 ボードレース（男子) 決勝

14:25 一般 ビーチリレー（女子） 決勝 14:10 一般 サーフレース（女子） 決勝

一般 ビーチリレー（男子） 決勝 一般 サーフレース（男子） 決勝 14:25 小学 1・2年 ニッパーボードレース（混合） 決勝

14:45 小学 3・4年 ビーチスプリント（女子） 決勝

小学 3・4年 ビーチスプリント（男子） 決勝 15:00 一般 ボードレスキュー（女子） 決勝 15:10 小学 3・4年 タップリンリレー（混合） 決勝

小学 5・6年 ビーチスプリント（女子） 決勝 一般 ボードレスキュー（男子） 決勝 小学 5・6年 タップリンリレー（女子） 決勝

小学 5・6年 ビーチスプリント（男子） 決勝 小学 5・6年 タップリンリレー（男子） 決勝

小学 1・2年 ビーチスプリント（混合） 決勝

15:30 小学 3・4年 ビーチリレー（混合） 決勝

小学 5・6年 ビーチリレー（女子） 決勝

小学 5・6年 ビーチリレー（男子） 決勝

16:00

2日目（5月22日）

7:00

7:30

8:30 一般 ビーチフラッグス（女子） 予選 8:30 小学 5・6年 ビーチフラッグス（女子） 予選 8:30 一般 サーフスキー（女子） 予選 8:30 中学生 ニッパーボードレース（女子） 決勝

一般 ビーチフラッグス（男子） 予選 小学 5・6年 ビーチフラッグス（男子） 予選  一般 サーフスキー（男子） 予選 中学生 ニッパーボードレース（男子） 決勝

9:25 小学 3・4年 ビーチフラッグス（女子） 予選 9:20 一般 オーシャンウーマン 予選 9:00 中学生 サーフレース（女子） 決勝

9:50 一般 ビーチフラッグス（男子） 2次予選 小学 3・4年 ビーチフラッグス（男子） 予選 一般 オーシャンマン 予選 中学生 サーフレース（男子） 決勝

9:50 中学生 ボードレスキュー（女子） 決勝

中学生 ボードレスキュー（男子） 決勝

10:20 小学 5・6年 決勝

小学 5・6年 決勝

中学生 決勝

中学生 決勝  

 一般 決勝  

一般 決勝  

 

11:40 一般 ビーチフラッグス（女子） 準決勝 11:35 小学 1・2年 ビーチフラッグス（混合） 予選 11:40 一般 サーフスキー（女子） 決勝 11:30 中学生 オーシャンウーマン 決勝

一般 ビーチフラッグス（男子） 準決勝  一般 サーフスキー（男子） 決勝 中学生 オーシャンマン 決勝

12:10 （昼休憩） 12:00 （昼休憩） 12:00 （昼休憩） 12:00 （昼休憩）

13:00 一般 ビーチフラッグス（女子） 13:00 小学 3・4年 ビーチフラッグス（女子） 2次予選 13:00 一般 オーシャンウーマンリレー 13:00 中学生 タップリンリレー（女子） 決勝

一般 ビーチフラッグス（男子） 小学 3・4年 ビーチフラッグス（男子） 2次予選  一般 オーシャンマンリレー  中学生 タップリンリレー（男子） 決勝

  

13:30 小学 1・2年 ビーチフラッグス（混合） 2次予選 　  

13:35 小学 5・6年 ビーチフラッグス（女子）  

14:00 中学生 ビーチフラッグス（男子） 予選 小学 5・6年 ビーチフラッグス（男子） 14:00 一般 決勝

中学生 ビーチフラッグス（女子） 小学 1・2年 ビーチフラッグス（混合）

中学生 ビーチフラッグス（男子） 15:00 一般 決勝

15:00 小学 3・4年 ビーチフラッグス（女子）

小学 3・4年 ビーチフラッグス（男子）

 

16:00

※ 表彰は各種目順位が確定次第、1〜3位までを対象にメダル等を授与します。

2022年5月18日時点

ビーチラン 1km（男子）

ビーチラン 2km（女子）

ビーチラン 2km（男子）

オーシャンM（女子）

オーシャンM（男子）

実行委員会　会議

競技役員　集合・会議

ビーチラン 1km（女子）

ビーチラン 1km（男子）

ビーチラン 1km（女子）

決勝

決勝

The 24th KANAGAWA LIFESAVING CHAMPIONSHIPS

第24回 神奈川県ライフセービング競技選手権大会

ＴＩＭＥ ＴＡＢＬＥ

競技役員　集合・会議

実行委員会　会議

サーフエリアＡ サーフエリアＢ

競技終了（予定）

ビーチエリアＢ

決勝

決勝

競技終了（予定）

ビーチエリアＡ サーフエリアＡ サーフエリアＢ

ビーチエリア

※ タイムテーブルは天候等により変更となる場合があります。


