
第 1回 福岡ライフセービング選手権大会 

実施報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

2019年 5月 12日 

福岡県ライフセービング協会 

 



■大会概要 

大会名称：第 1回福岡ライフセービング選手権大会 

会  場：シーサイドももち海浜公園百道浜東側地区（福岡県福岡市早良区） 

開催日程：2019年 5月 12日（日） 

主  催：福岡県ライフセービング協会 

協  賛：株式会社三洋物産／株式会社三洋販売 

後  援：福岡県、福岡市、福岡市教育委員会 

協  力：(公財)日本ライフセービング協会、宮崎ライフセービングクラブ、九州産業大学

ライフセービングクラブ、新宮ライフセービングクラブ、博多サーフライフセー

ビングクラブ、福岡ライフセービングクラブ、福岡大学ライフセービングクラブ、

宗像ライフセービングクラブ 

 

 

本大会は、2019 年 4月 1 日に設立された福岡県ライフセービング協会における初の事

業として開催され、本年も 2019 年 6月 22～23 日に同会場で開催される「三洋物産 イ

ンターナショナル ライフセービングカップ 2019（以下、三洋カップ）」のプレ大会とし

て、また、これまで開催されてきた九州ライフセービング選手権大会で培った経験を継承し、

福岡はもとより福岡県近郊のライフセービング競技、ライフセービング全般の発展を目指し

て開催された。 

本大会は、(公財)日本ライフセービング協会（以下、JLA）B種認定競技会として承認さ

れ、将来的自立を意識した運営とし、審判員や安全課、運営において自立運営に大きく前進

することができた。また、75 名の選手エントリーがあり、他府県からも数多くの選手にエ

ントリーいただけた。 

JLA からも競技運営・審判委員会から 3名、安全課 1名、視察 2名のご指導を賜り、準

備段階のアドバイスから前日準備と当日の運営まで手厚いサポートを受けられ、将来的な自

立運営につながった。 

 

さらに、前日には C 級審判員養成講習会を開催し、新たに競技に精通したメンバーの増

員を図るとともに、有資格者に対しては審判員研修会を同日に開催することで審判員の知識

技術向上の機会となった。 

 

 

 

 

 

 

 



■スケジュール 

前日 

日時 内容 場所 

5/11(土)9:30-16:30 C 級審判員養成講習会 早良市民センター（福岡市早良区） 

5/11(土)10:30-17:30 審判員研修会兼会場設営 シーサイドももち（福岡市早良区） 

5/11(土)17:45-18:00 エントリー確認 大会本部テント（福岡市早良区） 

5/11(土)18:00-18:15 代表者会議 大会本部テント（福岡市早良区） 

5/11(土)18:30-21:00 ウェルカム BBQ BIG BANANA（福岡市早良区） 

 

当日 

時間 サーフエリア ビーチエリア 

9:00  開会式、ビーチクリーン 

9:35 ボードレース男子(予選) 

ボードレース女子(決勝) 

 

10:10  ビーチフラッグス男子(予選)  

11:00 サーフレース(決勝)  

11:20  ビーチスプリント男子(予選) 

ビーチスプリント女子(決勝) 

11:40 ボードレスキュー(決勝)  

12:10 レスキューチューブレスキュー(決勝)  

12:20 休憩 

13:05  ビーチスプリント男子(決勝) 

13:25 ボードレース男子(決勝)  

13:40  ビーチフラッグス女子・男子(決勝) 

14:30 ボードリレー(決勝)  

14:50  ビーチリレー(決勝) 

15:00  閉会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■大会役員・競技運営役員 

●大会役員 

大会会長 田原 幸佑 県協会理事長、三洋カップ 2019 副実行委員長 

大会副会長 鈴木 裕介 県協会副理事長 

大会役員 小野 義明 県協会理事 

齋藤 秀雄 県協会理事 

谷川 晃子 県協会理事 

中山 省悟 県協会理事 

藤本 航軌 県協会理事 

山鹿 政則 県協会理事 

●審判員 

チーフレフリー 中島 典子 JLA競技運営・審判委員長 

デピュティー 

チーフレフリー 
大北 奈々恵 県協会競技運営委員長 

ヘッドスコアラー 中山 省悟 

スターター ○大小田 絵美 坂田 俊   

チェックスターター ○金井 健太朗 山崎 雄大   

マーシャル ○高橋 幸宏 力武 靖朗 三浦 凛太郎  

ジャッジ ○佐藤 綾子 河井 隆寛 三重 慶隆 大村 泰輝 

礒野 凌太郎 濵地 優之介 村井 洸太 正木 潤 

室屋 凛太朗 森 寛太   

フィニッシュジャッジ ○橋本 和樹 髙石 大輔   

レコーダー ○櫻井 健太 長野 翼   

PWCジャッジ 岩崎 雄大 

審判指導 中島 典子 栗栖 清浩   

●総務 

安全課 ○芹澤 良介 田中 孝治 濱 一洋 山田 博之 

江口 大稀 鈴木 裕介 井戸川 翔 野田 瑞季 

山﨑 響己 塩田 金史朗 清水 健人 清水 健人 

日與川 智希 村山 友亮 勝田 倖平  

安全課指導 鈴木 慎一 西浜サーフライフセービングクラブ 

水川 雅司 愛知ライフセービングクラブ 

事務局 谷川 晃子 県協会理事 

友納 祐介 県協会監事 

木原 千恵美 福岡ライフセービングクラブ 

視察 川地 政夫 JLA 事務局長、三洋カップ 2019 実行委員長 

高野 絵美 JLA 理事、三洋カップ 2019 大会ディレクター 

司会・実況 白垣 真由美 福岡ライフセービングクラブ 

写真 野田 昂佑 博多サーフライフセービングクラブ 

※ 下線は兼選手。 



 

■大会会場 

 

大会会場であるシーサイドももちは、福岡タワーや福岡市博物館、福岡ヤフオク！ドーム

など、福岡のシンボルが集まる市街地西部のシーサイドエリアとなる。天神からバスで約15

分と、都心からすぐにアクセスできるリフレッシュエリアとしても大人気である。親子連れ

でもカップルでも、みんなで楽しめるスポットが満載である。 

シーサイドももち海浜公園・ももち浜（百道浜）地区の海辺であり、福岡タワーの北側に

広がっている。その砂浜の中央（マリゾン）には、レストランや結婚式場、マリンスポーツ

ショップなどがあり、都会的な賑わいのある、おしゃれなビーチである。 夏は、海や砂浜

を楽しむ人が多く訪れ、また、ビーチバレーやビーチサッカー、タッチラグビーなどのビー

チスポーツのメッカとしても良く利用されている。 

また、近年では福岡タワーなど福岡観光の人気スポットでもあることから、諸外国からの

観光客も多く押し寄せ、シーサイドももちにも多くの諸外国の観光客が足を運んでいる。 

 

 シーサイドももち海浜公園百道浜東側地区では、2017年からライフセーバーによる夏季

パトロールが開始され、海を楽しむ人の安全を守っている。また、2019年6月22日、23

日に三洋カップが開催される予定であり、競技運営面や会場設営、各スタッフの動きなども

確認された。 

 

 

 

 

 

 



■参加者 

・C級審判員養成講習会 

講師：1名、受講者：16名 

 

・審判員研修会兼会場設営 

 午前：安全課指導：1名、審判員指導：2名、受講者：13名、会場設営参加者：8名 

 午後：安全課指導：1名、審判員指導：2名、受講者：17名、会場設営参加者：7名 

 

・ウェルカムBBQ（福岡県ライフセービング協会設立記念パーティー） 

 参加者：50名 

 

・大会 

 選手：10チーム74名 

都道府県 所属 人数 

福岡県 博多サーフライフセービングクラブ 11 

福岡県 九州産業大学ライフセービングクラブ 20 

福岡県 福岡大学ライフセービングクラブ 5 

大分県 大分市ライフセービングクラブ 4 

大阪府 大阪ライフセービングクラブ 1 

宮崎県 宮崎ライフセービングクラブ 1 

鹿児島県 かごしま磯ライフセービングクラブ 1 

千葉県 九十九里ライフセービングクラブ 3 

広島県 広島国際大学ライフセービングクラブ 20 

福岡県 新宮ライフセービングクラブ 8 

 

安全課：17名(うち選手兼務：12名、安全課指導：2名) 

審判：26名(うち選手兼務：20名、審判員指導：2名) 

 運営：6名(うち選手兼務：2名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■競技結果 

ボードレース（女子） 

1位：小山 純（広島国際大学LSC） 

ボードレース（男子） 

1位：佐藤 雄太（新宮LSC） 

2位：平柳 琢也（九十九里LSC） 

3位：小松 隼大（九十九里LSC） 

サーフレース（女子） 

1位：小山 純（広島国際大学LSC） 

サーフレース（男子） 

1位：石田 周也（新宮LSC） 

2位：野田 昴佑（博多SLSC） 

3位：溝井 巧（九十九里LSC） 

ビーチスプリント（男子） 

1位：齊藤 裕（大分市LSC） 

2位：山崎 雄大（九州産業大学LSC） 

3位：高石 大輔（九州産業大学LSC） 

ビーチフラッグス（女子） 

1位：小山 純（広島国際大学LSC） 

ビーチフラッグス（男子） 

1位：柳井 崇志（福岡大学LSC） 

2位：直江 将史（福岡大学LSC） 

3位：栗原 正人（広島国際大学LSC） 

ボードレスキュー 

1位：九十九里LSC（溝井、平柳） 

2位：新宮LSC（石田、佐藤） 

3位：博多SLSC（坂田、橋本） 

レスキューチューブレスキュー 

1位：新宮LSC（石田、江口、中山、長野） 

2位：博多SLSC（坂田、野田、井戸川、高橋） 

3位：福岡大学LSC（江口、直江、水江、近藤） 

ボードリレー 

1位：九十九里LSC（平柳、小松、溝井） 

2位：新宮LSC（石田、江口、佐藤） 

3位：九州産業大学LSC（大村、村井、岩崎） 

 

 



ビーチリレー 

1位：九州産業大学LSC（野田、日與川、高石、山崎雄） 

2位：福岡大学LSC（直江、近藤、江口、柳井） 

3位：広島国際大学LSC B（小川、福田、奥内、山中） 

 

 

総合順位 

順位 チーム 個人種目 ﾁｰﾑ種目 総合 

1 広島国際大学ライフセービングクラブ 34 14 48 

2 新宮ライフセービングクラブ 16 24 40 

3 福岡大学ライフセービングクラブ 17 21 38 

4 九州産業大学ライフセービングクラブ 15 21 36 

5 博多サーフライフセービングクラブ 11 23 34 

6 九十九里ライフセービングクラブ 13 16 29 

7 大分市ライフセービングクラブ 12 7 19 

8 宮崎ライフセービングクラブ 5 0 5 

9 大阪ライフセービングクラブ 0 0 0 

9 かごしま磯ライフセービングクラブ 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■大会写真 

審判員研修会兼会場設営 

   

   

ウェルカムBBQ（福岡県ライフセービング協会設立記念パーティー） 

  

当日競技会 

  



  

  

  

  

 

 

 

 



安全課 

  

審判 

  

閉会式・閉会式 

  
■報道 

TNC 5/12(日)18:10 ニュース 

 


