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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は特定非営利活動法人 福岡県ライフセービング協会の事業に対しまして、格別なるご理解とご協

力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、延期しておりました「第 2回 福岡ライフセービング選手権大会」を新型コロナウイルス感染症

の感染拡大予防のため、大幅に規模を縮小して下記のとおり開催します。皆様のご参加をお待ちしてお

ります。 

敬具 

 

■名称  第 2回 福岡ライフセービング選手権大会 

■日程  2020年 9月 20日(日) 

■会場  新宮海岸（糟屋郡新宮町）北側から３つめのテトラポッド付近（別添会場図参照） 

■主催  特定非営利活動法人 福岡県ライフセービング協会 

■協力（予定） 九州産業大学ライフセービングクラブ、特非)新宮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、福間サンセットショアライフ

セービングクラブ、博多サーフライフセービングクラブ、宗像ライフセービングクラブ 

■競技種目  [個人種目] 

  01 サーフレース（男女混合） 

  02 ボードレース（男女混合） 

  03 ビーチフラッグス（男・女） 

   [チーム種目] 

    04 スイム-ボード-ランリレー（3名 1チーム） 

※ チーム種目のみに出場する競技者も選手リストに必ずエントリーしてください。 

※ 本大会は、個人種目のエントリー上限はありません。（個人種目の３種目すべて出場も可能） 

※ チーム種目は、各クラブから複数チームのエントリーが可能です。 

■競技規則 2020年版「https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/rule/」を参考に、感染防止対策及

び安全管理のため、すべての種目を変則ルールで実施します。各種目のルールは各スタート前に競技

者へ説明します。（SBRリレーは、オーシャンマン/オーシャンウーマンリレーを参考としています。） 

■得点と表彰 本大会は、得点や順位をつけず表彰も行いません。ただし、SBRリレーのみ 1～3位を

記録します。 

■参加費    本大会の参加費は無料とします。（競技者・審判員・安全課は保険加入します。） 

■2次要項    今回 2次要項はありません。 

■代表者会議 代表者会議は開催しません。ルール変更やコースなどの重要事項は各種目のスタート前

に競技者へ周知します。 

■申込方法 「チーム参加募集要項」「大会参加規定」を熟読し、チーム単位でお申し込みください。



提出物は事前のデータファイル送信と、大会当日の書類（同意書）提出がございます。

記入漏れ・記入ミスがないように充分ご注意ください。 

※申込締切：2020年 9月 11日（金） 

①データ提出：2020年 9月 11日（金）24:00受信分まで 

 送信先：info@lifesaving.fukuoka.jp 福岡県ライフセービング協会宛 

②当日書類（同意書）提出：2020年 9月 20日（日）9:50提出分まで 

 提出先：会場内 本部テント受付（提出されていないチームは出場できません） 

 提出：各チームで提出をお願いします。 

■イベントタイムテーブル【予定】 ※当日 8:30頃から本部テントへ掲出します。 

●9/20（日） 

9:00     集合（準備・会場設営開始） 

10:00    競技スタート 

12:00(予定) 大会終了・後片付け 

13:00    解散 

※ 今大会の開会式・閉会式は行いません。 

■ラッシュベスト 

オーシャン競技サーフ種目に出場する競技者および膝より深い海に入るハンドラーは、日本ライフセ

ービング協会で指定されたラッシュベストの着用を推奨しています。可能な限り着用をお願いします。 

■選手番号記載 

競技進行をスムーズにするため、両腕上腕の側面に選手番号を記載していただきます。選手番号を、

大会当日、下図のように油性ペン等で、両腕上腕の側面に記載して出場確認を行って下さい。 

＜番号記載の上での注意事項＞ 

① 油性ペン等でわかりやすい黒字・太字で記載願います（油性ペン等は各自ご準備下さい）。 

② 選手番号を縦書きで記載願います。 

③ ハイフン、点などの記号は一切使用せず、番号だけの記載をお願いします。 

④ 選手番号は、当日 9:00に本部テントに掲出するヒート表をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■エントリー確認 

本大会では２次要項を送付しません。ヒート（コース割り）は、大会本部テント掲示板に当日 9:00

に掲示する予定です。各自ご確認ください。各種目ごとに選手の招集を行います。棄権される場合は

其々招集までにチーフレフリーへ申し出をお願いします。 

※両腕上腕の側面に記載 

 

選手番号 

 

 

 
1 

 3 

 

 

 
1 

 3 

 

mailto:info@lifesaving.fukuoka.jp


■会場 

できる限り公共交通機関をご利用ください。駐車場を利用希望の場合は、エントリーデータファイル

に駐車希望台数をチーム単位でお申し込みください。駐車場の台数が限られていますので、エントリ

ー担当者へ申込締切後に調整して駐車可能台数をご連絡します。見学等も含めて、上記の調整をされ

ていない駐車は一切お断りします。また、会場にはトイレ、シャワー、更衣室等はありません。各自

ご対応をお願いします。 

■大会エリア 

【テントの設置】 

各チームでテントなどを設置できますが、審判員または運営スタッフが設置場所の移動をお願いす

る場合があります。本部テントへ事前に確認するか、移動へのご協力をお願いします。 

【競技器材】 

競技エリア内への競技器材は、各種目の進行に支障とならない場所へ持ち込んでください。（一般

の方々へのご配慮をお願いします。競技器材などで必要以上に浜を占用しないようにご配慮くださ

い。） 

【コース】 

全種目が変則的なコースとなります。コースは別添会場図のとおりです。テトラポッドや杭があり

ますので、けが等がないよう十分に注意してください。また、一般の海水浴・釣りなどの方々もお

られます。海岸を占用しているわけではありませんので、一般の方々がコース内におられた場合は、

競技者が十分に安全な距離を保って避けて競技を続けてください。一般の方々との接触事故がない

よう十分に注意してください。 

【会場設営・撤収】 

本大会は参加者全員で会場設営と撤収を行います。ご協力をお願いします。 

■忘れ物・落とし物 

大会当日の忘れ物・落とし物で届け出のあったものは、大会本部で保管します。大会終了後は事務局

で 1週間保管いたしますが、その後は処分いたしますのでご了承ください。 

■審判員のユニフォーム＆持ち物 

審判員は公式ユニフォーム（白ポロシャツ・紺短パン・白帽子）をご用意願います。公式ユニフォー

ムが無い方や選手兼務の審判員には、ビブスを貸し出しする予定です。また、笛、ペン、水着、雨具・

防寒具（ウェットスーツやラッシュガード等）も各自ご用意下さい。各自、ボトル（水筒など）をお

持ち下さい。 

※大会中の貴重品は各個人での管理をお願いします。 

※大会中は、両手のあくウエストポーチなどをご活用ください（肩掛けかばんはご遠慮下さい）。 

※水着は必ずユニフォームの下に着用をお願いいたします。また、バスタオルなどの必要品について

も各自お持ちください。 

※9/20大会当日の審判員集合時間は、会場に 8:30集合です。 

■安全課のユニフォーム＆持ち物 

安全課は JLA パトロールユニフォーム・笛・水着をご用意願います。各自、ボトル（水筒など）を

お持ち下さい。 

※大会中の貴重品は各個人での管理をお願いします。 

※9/20大会当日の安全課集合時間は、会場に 8:30集合です。 

 



■保険について 

本大会では、選手、審判、安全課、運営スタッフすべての方について保険加入します。 

■中学生の参加について 

本大会では、一定の条件下において中学生の参加を特別に認めます。詳細は別添の説明をご参照くだ

さい。該当者がいるチームはできる限り早めにご相談ください。 

■感染予防対策 

・緊急事態宣言等により直前に中止とする可能性があります。 

・できる限り３密を回避してください。 

・こまめに手指消毒をお願いします。（本部テントに消毒用アルコールを設置します） 

・競技中の競技者やソーシャルディスタンスを確保できる場合を除いて、マスク等の着用をお願いし

ます。 

・競技会中に大きな声で会話、応援等をしないでください。 

・握手やハグ、それに類する行為はしないでください。 

・競技会の前後の食事、ミーティングや懇親会等においても、三つの密を避け、会話時にマスクを着

用するなどの感染対策に十分に配慮してください。 

・以下の事項に 1つでも該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。 

 ①競技会当日までの 2週間に以下の症状があり体調がよくない場合 

  (1) 平熱を超える発熱 

  (2) 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪症状 

  (3) だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

  (4) 嗅覚や味覚の異常 

  (5) 体が重たく感じる、疲れやすい等の症状 

 ②同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

 ③過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航又

は当該在住者との濃厚接触がある 

・体調の確認 

 ①各チームの代表者は、取りまとめてチーム競技者に上記事項の該当者がいない旨を大会本部へ同

意書提出の際に口頭報告してください。 

 ②審判員、安全課、運営スタッフは、集合時に確認します。 

 ③すべての参加者は、当日の朝に体温を各自測定してご確認ください。 

・競技会終了後 2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに

報告してください。 

 

（次ページ、「大会参加規定」に続く） 

 

 

 

 

 

 



第 2回 福岡ライフセービング選手権大会 

大会参加規定 

１ 参加資格 

競技者の参加資格は下記 1-1～1-3 の 3 点を満たしている者、もしくは主催団体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、大会当日満 12歳以上でなければならない。（但し小学生を除く） 

1-2 中学生は、特別同意書を提出しなければならない。（別紙） 

1-3 競技者は、ライフセービングを志し、海岸やプール等水辺での監視・救助活動、教育活動に従

事した者でなければならない。（但し中学生を除く） 

1-4 競技者は、日本ライフセービング協会選手登録を必須としない。 

1-5 競技者（一般）はベーシックサーフライフセーバー以上の資格、競技者（高校生）は BLS及び

WS以上の資格の取得を推奨する。 

２ チーム構成 

2-1 チームは、申込締切日までに、第 1～6種の団体登録が完了していなければならない。 

2-2 チームは、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 参加チーム名は、日本ライフセービング協会に登録されているクラブ登録名とする。 

３ 出場登録 

3-1 参加競技者は個人種目、チーム種目にかかわらず、あらかじめ所定の用紙を用い出場種目の登

録をしなければならない。なお、登録後の出場種目の変更及び未登録の種目への出場はできな

い。 

3-2 チーフレフリーまたは主催団体は、個人種目で競技者数が少ない場合やチーム種目で人数が不

足する場合などの理由により、オープン参加や他チームからの競技者出場を認めることができ

る。 

４ チーム代表者 

各参加チームはチームを代表するものとしてチーム代表者を 1名おかなければならない。なお、チ

ーム代表者と競技者はこれを兼任することができる。 

５ チームユニフォーム及び競技中の衣類 

5-1 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、いかなる競技者も競技に参加することができない。ラッシュガードは、主催団体から特

別な指示がない限り競技中、任意に着用することができる。 

5-2 キャップは、大会の前に日本ライフセービング協会に登録されているチームのみ着用しなけれ

ばならない。なお、未登録のチームは主催団体がキャップを貸し出すことがある。 

5-3 キャップは、チーム全員が同様の色とパターンでなければならない。キャップは、競技者の識

別や判定のために重要であるため、スタート前に 2 本の紐をあごの下で結んで競技者の頭に着

用しなければならない。スタート後に、キャップがとれたり、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。 

5-4 チームのユニフォーム、水着、キャップ、ラッシュベスト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。 

5-5 オーシャン競技サーフ種目では、できる限りラッシュベストの着用に努めなければならない。 

６ 表彰 

6-1 本大会では表彰は行わない。 

７ 参加費 

7-1 参加費は、無料とする。 

８ 競技器材 

8-1 競技に使用する器材は原則として参加競技者が用意するものとする。 

8-2 競技で使用する器材は「競技規則 2020 年版」の「器材の規格」の基準を満たさなければなら

ない。 

8-3 マリブボードを用意できないチームには、主催団体がレスキューボードを貸し出すことがある。 

8-4 競技者は、主催団体から器材にステッカー等の標示を添付する指示があった場合は、それに従

わなければならない。 

９ 競技規則 

9-1 本大会は「競技規則 2020 年版」及び下記の事項に則り実施する。但し、下記の事項が競技規

則 2020年版よりも優先される。 

9-2 大会にエントリーすることで、参加者は競技会を管理する関連規則、規定、手順を知る責任と

義務があることを認識しているものとする。 

9-3 本大会は、各種目の競技規則を変更する。その際、チーフレフリーは各スタート前に競技者へ

周知しなければならない。 

10 審判員の選出 

10-1 本大会における審判員は、C級認定審判員資格以上を取得していること。 

10-2 審判員は、競技者を兼ねることができる。 

11 その他 

11-1 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、ライフセービング

の広報の目的で使用する。 

11-2 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。 

11-3 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） 


