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「南関東ライフセービング選手権大会」を記載の通り開催いたします。なお、本大会は第 48 回全日本
ライフセービング選手権大会／南関東ブロック予選会を兼ねるとともに、安全に開催、実施するにあたり
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大」を防ぐため、参加者（競技者、競技役員、チーム関係者など全
員）は JLA から発信されている【ライフセービング競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン＜オ
ーシャン競技編＞】を必ず熟読し、確実に遵守することが求められます。ガイドラインでは、主催者・参
加者がすべきこととしてチェックリストを公開していますのでご活用ください。各団体／クラブの指導者
やコーチの皆様におかれましては、参加競技者および保護者へのご指導とご説明をお願いいたします。
新型コロナウイルスの流行に対し、要項発表の時点では実施の方向で準備を進めておりますが、今後、
感染拡大の危険性、流行のピーク、開催地を管轄する都道府県及び自治体の方針などをふまえ開催中止も
含め変更する場合がありますことをあらかじめご了承下さい。
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大会概要
■大会名称

南関東ライフセービング選手権大会 2022
（兼 第 48 回全日本ライフセービング選手権大会／南関東ブロック予選会）

■開 催 日

2022 年 9 月 17 日（土）・18 日（日）【大会期間:2 日間

■会

場

三浦海岸（神奈川県三浦市/京浜急行久里浜線「三浦海岸駅」下車徒歩 10 分）

■主

催

一般社団法人神奈川県ライフセービング協会・東京都ライフセービング協会（共催）

■後

援

三浦市・三浦市観光協会・公益財団法人日本ライフセービング協会（以下、JLA）

■協

賛

調整中

■競技規則

予備日:なし】

JLA 発行「ライフセービング競技規則＜2022 年版＞（2022.07.01 版）」及び大会参加規
程に則り実施をする。
※ 競技ルールを十分に理解して出場すること。

■参加種別

本大会に出場できる団体／クラブは、南関東ブロックの第１種・２種・５種・６種とする。

■表

各種目の 1 位から 3 位は表彰状を授与する。

彰

■テクニカルオフィシャルについて
（１） チーム選出

参加団体／クラブは、参加競技者数に応じて下記のとおり、テクニカルオフィ
シャルを選出しなければならない。

競技者数

1～10 名

11～20 名

21～25 名

26 名以上

選出人数

1名

2名

3名

4名

（２） 公

募

チーム選出とは別にテクニカルオフィシャルおよびスタッフを公募する。

■参加条件
1)

テクニカルオフィシャル
 JLAが認定する認定審判員資格を、大会当日までに取得していなければならない。
 本競技会に競技者として出場登録をしていないこと。
 JLAが認定するBLS資格を、大会当日までに取得していなければならない。
 申込締切期日までに、オンライン登録管理システム「LIFESAVERS」にて2022年度の資格登録
費の支払いを完了していなければならない。
 テクニカルオフィシャル業務全般が支障なく遂行できること。
 申込多数の場合は、参加団体/クラブから選出されたテクニカルオフィシャル、次に2日間参加
できる者を優先する。また締切前であっても申込受付を終了する場合がある。
 テクニカルオフィシャルの担当役職及び配置は、大会実行委員会にて決定をする。但し、役職
及び配置に配慮が必要な場合は、事前に申告をすること。

2)

スタッフ
 パソコンでの作業に慣れていること（推奨）
 高校生以上の方
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■補

助

下記の内容のとおり、主催者が補助する。なお、宿泊先は主催者が指定した施設となるため、他を希
望する者は自費で宿泊すること。
（１） チーム選出
宿泊費（競技1日目:9月17日（土）宿泊分のみ）、昼食（お弁当）
（２） 公

募（スタッフ含む）

宿泊費（競技1日目:9月17日（土）宿泊分のみ）、昼食（お弁当）
交通費（実費上限¥5,000-）※ 自家用車の場合は公共交通機関の運賃計算にて精算する
■服

装

＜テクニカルオフィシャル＞
 認定審判員ユニフォーム【帽子、審判員ユニフォーム上衣(ポロシャツ:白)、審判員ユニフォーム 下
衣(短パン)】、ライフセービング競技規則<2022 年版>、靴、靴下、笛、筆記用具(ペン)、雨具・
防寒着(所属団体/クラブの名前が入った防寒着等は不可)を各自で持参すること。サンダル等(クロ
ックスサンダル含む)は不可とする。
 サーフエリア担当の場合、競技運営の都合で海へ入水する可能性があるため、上記準備物と併せ
て、水着、ウェットスーツ、ラッシュガード等も各自で用意すること。
 IRB ジャッジ担当の場合、動きやすい服装であれば服装の指定はない。水着、ウェットスーツ、
ラッシュガード、雨具・防寒着(いずれも所属団体/クラブの名前が入った物は不可)は各自で用意
すること。上記審判員ユニフォームも必ず持参すること。
 競技会中の貴重品の管理は各自で行うこと。
＜スタッフ＞
 総務関係（接遇係、広報係、催事係）の担当者は特に指定はしないが、接客を行うことが多くな
るため、チノパン、ポロシャツ（白色、紺色又は黒色）
、靴、靴下、雨具・防寒着などを各自で持
参すること。
 安全・器材担当の場合、動きやすい服装であれば服装の指定はない。水着、ウェットスーツ、ラ
ッシュガード、雨具・防寒着は各自で用意すること。

■テクニカルオフィシャル・スタッフ会議
競技進行や競技実施における注意事項等について説明する競技役員会議を、競技会期間中両日とも開
催する。テクニカルオフィシャルおよびスタッフは必ず出席をすること。詳細は 2 次要項にて公表す
る。
開催日時:2022 年 9 月 17 日（土）および 18 日（日）競技開始前（予定）
開催場所:競技会会場 競技役員テント (予定)
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■競技種目
●個人種目
01★

サーフレース

女子

02★

サーフレース

男子

03★

ボードレース

女子

04★

ボードレース

男子

05

サーフスキーレース

女子

06

サーフスキーレース

男子

07

オーシャンウーマン

女子

08

オーシャンマン

男子

09★

ビーチスプリント

女子

10★

ビーチスプリント

男子

11

ビーチフラッグス

女子

12

ビーチフラッグス

男子

13★

2km ビーチラン

女子

14★

2km ビーチラン

男子

●チーム種目
15★

レスキューチューブレスキュー

女子

16★

レスキューチューブレスキュー

男子

17★

ボードレスキュー

女子

18★

ボードレスキュー

男子

19★

ビーチリレー

女子

20★

ビーチリレー

男子

21●

オーシャンウーマンリレー

女子

22●

オーシャンマンリレー

男子

※ ★印の種目は、中学生の参加可能種目とする。
※ ●印の種目について、中学生はスイム区間、ボード区間およびビーチラン区間のみとする。
■タイムテーブル
別紙参照
※各種目参加人数によりタイムテーブルが変更になることがあるので了承のこと。
■参加規程
第 48 回全日本ライフセービング選手権大会での参加規程に則り実施する。なお、テクニカルオフィシャ
ルの選出数については、南関東ライフセービング選手権大会で定めた選出数とする。
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/wp-content/uploads/2022/08/チーム 2022 全日本_競技者募集 1 次要項.pdf
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感染防止対策
■感染防止対策について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぎ、本大会を安全に開催及び実施するにあたり、下記のこと
を厳守すること。厳守できない者およびチーム、大会関係者等は、大会実行委員⾧の判断により大会会
場から退場させ、参加を抹消することがある。なお、この場合、参加費は返金しない。
【行動制限】
1)

本大会は、日本ライフセービング協会「ライフセービング競技会の再開に向けた感染拡大防止ガイ
ドライン～オーシャン競技編～（2020 年 9 月 7 日改訂）に則り運営実施する。ガイドランで定め
る行動の徹底をすること。

2)

チームテントにはチーム関係者以外（保護者や応援者ら）を極力入れないこと。

3)

選手およびチーム・大会関係者はマスク着用またはソーシャルディスタンスの確保を徹底すること。

4)

会場および周辺では、大声を出さず、マスク無着用での話し合いはしないこと。

5)

飲食時は、会話をしないこと。

6)

濃厚接触の項目に該当しない行動を心がけること。

【
（大会当日）体調記録表の提出および検温】
大会当日は、体調記録表を提出し、受付にて検温を実施する。なお、
「体調記録表」は後日、申込み
のあったチームに対しお知らせする。
【大会終了後の報告義務】
大会終了後、本大会に参加したことで新型コロナウイルス感染症に感染したと疑われる者は、遅滞な
く主催者へ報告すること。その際、こちらからの質問（個人情報含む）には適宜回答すること。目的は、
個人や団体を非難することではなく、感染者数を詳細に把握するためである。
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参加申込について
各種要項等を必ず熟読し、以下の手順でエントリー作業を行うこと。
【オンライン登録管理システム「LIFESAVERS」での作業】（テクニカルオフィシャルのみ）


自身の「資格登録」と「審判員登録」の 2022 年度登録を期日までに完了させること（登録申請を行
い、期日までにそれぞれの登録費を支払う）。



登録費の支払いは「LIFESAVERS」システムに従い入金をすること。参加費受付の金融機関口座への
振り込みではないので注意すること。

【データ提出物の作業】


下記 URL（Google フォーム）から申込みをおこなう。
＜申込フォーム＞
https://forms.gle/cAW4oY85frziAcK16

【その他】
 各役職、配置及び担当の詳細は、2 次要項にて案内する。
 個人情報（氏名）は競技会プログラムに掲載される。同意の上で参加申込をすること。
 競技会期間中に競技会主催者及び競技会主催者が認めた者が撮影した、競技者やチーム関係者の写真、
映像及び録音した音声を、ライフセービングの広報の目的で使用したり、第三者に対して使用を許諾
することがある。
 競技会への出場登録時に提出したエントリー情報は、本協会もしくは本協会の許可する者がアナウン
スをしたり、掲示、公開する場合がある。

申込締切日 : 2022 年 9 月 2 日（金）23 時 59 分まで
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保険について
■保 険
大会参加規程のもとでの参加者(競技者、競技役員)は、以下の保険に加入している。なお、賠償責任保険
については、競技会参加者同士の事故には法律上の賠償責任が発生しないため、保険の対象とはならない
(例:レース中、A 競技者のクラフトが B 競技者のクラフトにぶつかり B 競技者のクラフトが破損した)。
競技会期間中の場合は、大会本部事務局に直ちに報告すること。
【傷害保険】
死亡保険金額 1,000 万円
後遺障害保険金額 20 万円~500 万円
入院保険金額 5 千円/日
手術保険金額 入院保険金額の 5 倍または 10 倍
通院保険金額 3 千円/日
【団体賠償責任保険】
賠償責任保険(身体・財物) 2 億円
賠償責任保険(管理財物) 50 万円
賠償責任保険(人格権侵害) 50 万円
事故対応費 500 万円
見舞費用(死亡) 50 万円
見舞費用(後遺障害) 2 万円~50 万円
見舞費用(入院) 2 万円~10 万円
見舞費用(通院) 1 万円~5 万円
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そのほか
■2 次要項
大会 2 次要項の配信は、申込者にのみメールにて送信する。
■情報発信
競技会実施状況（中止の判断、など）を、下記の通り発信予定。天候等の状況に応じて変更する場合が
ある。
1) 2022 年 9 月 16 日（金）

13:00 頃

2) 2022 年 9 月 17 日（土）

安全対策役員会終了後（7:00 頃）

3) 2022 年 9 月 18 日（日）

安全対策役員会終了後（7:00 頃）

発信サイト:Facebook

神奈川県ライフセービング協会
https://www.facebook.com/kanagawa.lifesaving

■大会（予選会）が中止となった場合
荒天や感染症蔓延などにより大会が中止となった場合は、2021 年度の方法に基づいて本選出場者を決
定する。なお、各団体／クラブに与えられる出場者数は、別途検討しお知らせする。

【お問い合わせ】
南関東ブロック予選会実行委員会
E-mail: compe@lifesaving.ne.jp
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