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日本ライフセービング協会Ａ種認定競技会 

   第20回神奈川県ライフセービング･プール競技選手権大会 

【 オフィシャル/スタッフ募集要項 】 
 

 

■開 催 日：2023年 3月 18 日（土） 

■会  場：トッケイセキュリティ平塚総合体育館温水プール 

(神奈川県平塚市 1-1・平塚総合運動総合公園内） 

■主  催：一般社団法人神奈川県ライフセービング協会 

■後  援：神奈川県・平塚市・平塚市教育委員会・一般社団法人神奈川県水泳連盟 

公益財団法人日本ライフセービング協会（含申請中） 

■協  力：平塚市水泳協会・湘南ひらつかライフセービングクラブ（含申請中） 

■大会認定：日本ライフセービング協会Ａ種認定競技会 

 

■ 【重要①】事前の体調管理記録について 

以下の期間における体調管理をチェックし、各自において記録を付けることを推奨する。体調管理

シートの提出は求めないが、感染症拡大防止の観点から参加者に感染（陽性）者が発生した場合は

保健所等の関係機関に情報提供することがあるので、個人で記録すること。 

• 競技会前 14 日間 2023年 2 月 04日(土)から 2月 17日(金)までの間 

• 競技会当日朝   2023年 2 月 18日(日) 

※ 検温結果に異常がある場合、無理をせずご連絡ください。 

 

■ 【重要②】競技会運営体制と感染対策について 

感染拡大防止のため、各チームには以下のことを遵守してもらいます。 

• 館内へ入館できるのは、選手およびチーム代表者のみとする 

• 応援者や保護者の入場はできないので注意すること 

• 体調が少しでも優れない者は、競技会場への来場を控えること 

• 手指消毒の徹底  ※競技会場に手指消毒剤を設置する（主催者手配） 

• 競技に出場する時以外は原則としてマスクを着用すること（熱中症の回避や、互いに距離

を保てている、などの場合においてはマスクを外しても差し支えありません） 

• 各チームの待機するエリアでも密集・密接・密閉を避け、大きな声での会話は控えること 

• 競技観戦中、音の出る鳴り物の使用や大きな声での声援は禁止する。拍手や文字にて応援

をすること 

• 昼食時など食事をとる際には「黙食」を心掛け、密集や密接した状況での食事とならぬよ

うに配慮すること 

• 来場後、体調が優れなくなった者はすぐに大会本部まで申し出ること 

 

■ 【重要③】会場利用について  

• 競技会会場となる「トッケイセキュリティ平塚総合体育館温水プール」はライフセービン

グ関係者のほかに大会運営を一緒に運営してくださる水泳連盟をはじめ多くの方が関わ

っているので、迷惑にならないよう周囲に気を配り配慮しながら大会を楽しむこと 
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■競技種目 

[個人種目]  

1. マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）(女子) 

2. マネキンキャリー・ウィズフィン（100m）（男子） 

3. マネキントゥウィズフィン(100m)（女子） 

4. マネキントゥウィズフィン(100m)（男子） 

5. マネキンキャリー(50m)（女子） 

6. マネキンキャリー(50m)（男子） 

[チーム種目]   

7. マネキンリレー(4×25m)（女子） 

8. マネキンリレー(4×25m)（男子） 

9. メドレーリレー(4×50m)（女子） 

10. メドレーリレー(4×50m)（男子） 

※ 全種目タイム決勝で実施する 

※ チーム種目は、各クラブから 1チームのみのエントリーとする 

※ 個人種目については、「エントリー標準タイム」を設定する 

 

■タイムテーブル 

別紙を参照すること。エントリー数などにより競技種目の順番が入れ替わることもある。確定版につい

ては 2次要項で公表する。 

 

■年齢制限/登録について 

大会参加当日、満 13 歳以上の健康な男女。水辺の安全活動にたずさわった方。申込締め切り期日まで

に JLA選出登録を終えていること（メンバーIDを取得していること）。 

 

■記 録 

日本記録については大会主催者が申請し JLAに認められた場合承認される。 

 

■競技方法 

日本ライフセービング協会発行「ライフセービング競技規則〈2022 年版〉(2022.07.01 版)」および競

技会参加規程に則り実施する。 

 

■オフィシャル/スタッフ会議 

競技上の注意事項を説明するため、オフィシャル/スタッフ会議を開場前にプール入り口付近において

開催する。オフィシャル/スタッフは必ずご出席すること。やむを得ず時間に間に合わない場合は、連

絡すること。 

○日時：2023 年 3 月 18 日（日）8時 00 分より 

○場所: プール入り口 

 

■交通費/食事について 

オフィシャル/スタッフの交通費については、公共交通機関実費とし上限 5,000 円までお支払いするの

で、オフィシャル/スタッフエントリー用紙に記載すること。 

昼食については、大会主催者で準備する。 
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■エントリー標準タイム 

今大会では、個人種目についてエントリー標準タイムを設定する。 

【エントリー標準タイム】 

種目（個人種目のみ） 
エントリー標準タイム 

男子 女子 

マネキンキャリー 55″00 1′05″00 

マネキンキャリー・ウィズフィン 1′30″00 1′50″00 

マネキントゥウィズフィン 1’40”00 1’50”00 

 

■審判員の選出 

各チームから JLA認定審判員を選出する必要がないので、審判員資格を取得している方は奮って応募願

いたい。お知り合いの審判員の方々へ、参加のお誘いをお願いします。 

 

■申込方法 

申し込みについては、下記のウェブサイトからエントリーすること。 

https://forms.gle/tNFEZB2tG3y6zCTS8 

不具合などで、申し込みできない場合は、 compe@lifesaving.ne.jp に連絡すること。 

● 送信期限：2023 年 2 月 20 日（月）23：59 
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第20回神奈川県ライフセービング･プール競技選手権大会 
【参加規定】 

 
1 参加資格 

競技者の参加資格は下記の点を全て満たしている者、または本協会が特別に参加を認めた者でなければ

ならない。 

1-1 競技者は、大会初日当日満 13 歳以上でなければならない。 

1-2 競技者は、別に定める同意書に同意したものでなければならい。 

1-3 競技者は、ライフセービングを志し、出場する競技会の過去 1 年以内に海岸やプール等水辺での監

視・救助活動、教育活動に 25 時間以上従事した者でなければならない。 

1-4 競技者は、申込締切り日までに、JLA選手登録を終えていなければならない。 

1-5 エントリー標準タイムが設定されている種目では、当該種目のエントリー標準タイムを突破できる

者（チーム代表の責任において申告すること）でなければならない。 

 

2 チーム構成  

2-1 チームは、日本ライフセービング協会（以下JLA）に登録され、JLAに登録されている団体名で出

場しなければならない。また、1クラブからの出場数は1チームとする。 

2-2 同じクラブに所属する競技者により構成されていなければならない。 

2-3 チームは、代表者として1名選出すること。代表者は18歳以上で、競技会に関わる規則や規定を

理解し責任を持てる者とする。また、代表者はできる限り選手と兼務していない者が良い。 

 

3 出場登録  

3-1 競技者は、個人種目、チーム種目にかかわらず あらかじめ所定の申込用紙（データ）を用い登

録をしなければならない。なお、締め切り後の出場種目の変更および未登録種目への出場はで

きない。  

3-2 出場登録は各チームでおこなうこと。  

3-3 競技者個人の技術や体力などを充分考慮してエントリーすること。  

 

4 ユニフォームおよび競技中の衣類  

4-1 表彰式および競技に適したユニフォーム（なければ ジャージ等）、水着、キャップを持たなけ

ればならない。 

4-2 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、いかなる選手も競技に参加することができない。  

4-3 キャップは、チーム全員が同様の色とパターンのキャップでなければならない。スタートの後に、

キャップが取れたり、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。  

4-4 キャップは、競技会申込締切日までに、JLAより承認されているもの、または、申込締切日まで

に実行委員会に届け出たものとする。 

4-5 チームユニフォーム、水着、キャップなど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 参加費  

5-1 参加費は、参加申込締切日までに支払わなければならない。  

5-2 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、競技会のタイムスケジュ

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。  
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5-3 競技者が欠場、あるいは失格となった場合でも参加費は返還されない。  

 

6 表彰  

競技種目の1位から3位は表彰式で表彰する。但し、状況によってはこの限りではない。 

 

7 競技器材  

7-1 競技で使用する器材はライフセービング競技規則「競技器材」の基準を満たさなければならない。 

7-2 プール競技で使用するレスキューチューブ、マネキンは主催団体が用意する。 

7-3 主催団体は、競技者の競技器材の検査・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、その競技者はその器材を使用できないか、

または失格となる。 

 

8 競技規則  

本競技会は「JLAライフセービング競技規則〈2022年版〉(2022.07.01版)および競技会参加規程に則

り実施する。また、下記の事項も含め実施する。但し、下記の事項については、競技規則よりも優先

される。 

8-1 本競技会は、代表者会議開始時刻に開始し、最終競技種目の終了から20分後に終了するものとす

る。ただし、抗議、上訴または規律審査に属する問題がある場合、最終解決まで競技会は継続

する。 

8-2 全ての競技種目においてタイム決勝とする。 

8-3 泳力等の不足や傷病等により競技の続行が危険と判断した場合は、対象競技者の競技を中断する

ことがある。 

8-4 本競技会において，フィニッシュジャッジは置かないものとする。 

 

9 その他  

9-1 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、映像を本大会の広報およびラ

イフセービングの広報の目的で使用することがある。  

9-2 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。  

9-3 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。  

以上 

 

 
一般社団法人神奈川県ライフセービング協会 

〒251-0038神奈川県藤沢市鵠沼松が岡 3-17-1 

Phone：0466-60-2212  FAX：0466-60-2213 

URL http//lifesaving.ne.jp   E-mail info@lifesaving.ne.jp 


