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第 15回 千葉県ライフセービング競技会 審判員 2次要項 

～ 2017 BOSO CUP ～ 

 

審判員・スタッフ各位 

 

第15回 千葉県ライフセービング競技会 

実行委員会 

拝啓 

時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。この度は審判員、スタッフにお申込みいただきまして誠に

ありがとうございました。大会参加にあたり下記の点につきましてご連絡させていただきますので、ご確認

くださいますようお願い致します。                          敬具 

 

◆集合および競技役員ミーティング 

審判員・スタッフは、10月15日（日）7：00 北条海岸詰所に集合ください。 

集合後全体ミーティングを行いますので時間に遅れないように集合してください。なお、交通事情により

やむを得ず集合時間に来られない場合は、あらかじめご一報下さい。連絡先 bococup2017@gmail.com 

 

◆大会に関する情報伝達について 

大会開催中以外の時間帯に大会の中止および大幅なタイムテーブルに変更がある場合、下記のタイミング

で千葉県ライフセービング競技会公式facebookで情報発信します。 

※大会開催中のタイムテーブルの変更は、通常通り公式掲示板に掲示します。 

（１）10月14日（土）15時頃 

（２）10月14日（土）22時頃 

（３）10月15日（日）安全対策会議終了後 7時頃 
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◆配置 

大会役員・競技運営役員配置表（別紙１）をご覧ください。 

 

◆タイムテーブル 

タイムテーブル（別紙２）をご覧ください。 

 

◆アップエリアについて 

当日代表者会議でお知らせします。 

 

◆リレー種目について 

リレー種目のボード及びランの種目においてはジュニア（小学生・中学生）も参加できるようにしました。 

なお、接触がある可能性もありますので、各チームには理解をいただいた上で参加いただきます。ジュニア

メンバーがリレーに参加される場合は代表者会議でどの種目に誰が出場されるかをお聞きすることになって

います。 

 

◆ユニフォーム＆持ち物◎審判員の方 

公式ユニフォーム（白ポロシャツ・紺短パン・白帽子・審判員カード・カードホルダー 等）をご用

意願います。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）、ならび

にトレーニングシューズ、靴下も各自ご用意下さい。サンダル等（クロックスサンダルを含む）はご

遠慮下さい。 

※ご自分が所属しているチームのユニフォーム等での参加はできませんのでご注意下さい。 

※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をご活用ください（肩掛けかばんはご遠慮下さい）。 

 

 



3 

 

◆会場駐車場 

大会会場に駐車場が隣接しています。 

 

◆貴重品 

貴重品に関しましては、各自で管理し、盗難には十分ご注意ください。万が一、不審者を発見した場合は、

速やかに大会関係者までご連絡ください。 

 

◆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。大会終了後は実行委員会

にて一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。 

 

◆交通費 

10/15(日)朝、大会本部にてお渡しいたします。 

支給金額 交通費一律3,500円。 

 

◆食事 

10月15日（日）朝食（会場）、昼食（会場） 

※第一次要項と変更になっています。大会当日の朝食はご用意いたします。 

 

◆宿泊 

エントリー時に宿泊を希望された方には、10月14日（土）の宿泊をご用意いたします。 

宿泊先：海辺の宿 きらく 

〒294-0045 千葉県館山市北条2882  

TEL  0470-22-2657 

※北条海岸会場から徒歩1分 
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◆前夜祭について 

前夜祭の開催は中止となりましたのでご了承ください。 

 

◆その他 

大会期間中および事前事後の会場での練習等を通してライフセーバーとして恥ずかしくない行動を心が

けてください。違法駐車やごみの投げ捨て、ローカリズムに反した波乗りや練習など、地元の方々にご迷

惑をかけないように心がけてください。会場までの往復での事故等にも十分注意してください。 

 

 

 

第 1５回 千葉県ライフセービング競技会 実行委員会 

 

問い合わせ先：bosocup2017@gmail.com 
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                                       別紙１ 

●大会役員

大会会長

大会役員 伊藤　隆寛

●実行委員会

実行委員長 01ch

実行委員

実況・音響 07ch

林　昌広

●競技運営審判

チーフレフリー/上訴委員 01ch

ヘッドスコアラー 01ch 中島　典子 津和﨑　幸子 中林　樹里

チーフジャッジ 02ch 谷中　一朝

スターター 02ch 後藤　隆明

マーシャル 02ch 津嶋　貴子

コースジャッジ 中島　成輝 吉川　喬哉 田中　優 西﨑　賢 谷川　あおい

辻本　佳起 熊木　渉 木津谷　富洋　am

レコーダー 02ch 宮本 莉沙 堀口　佑果

チーフジャッジ 03ch 相馬　義彦

スターター 03ch 五十嵐　章雄

マーシャル 03ch 辛島　圭美

コースジャッジ 渡邊　康太郎 宮川　結衣 ワタナベチアゴ光 斉藤　夢美 竹内　歩

レコーダー 03ch 坂本　千佳子

チーフジャッジ 04ch 坂本　靖

スターター  04ch 上野　義洋

マーシャル 04ch 田辺　美咲

コースジャッジ 一寸木　海 相良　圭亮 谷　実久 長田　兼弥 大濱 一紗

レコーダー 04ch 津和﨑　有紗

平藤　昌寛 伊藤　隆寛 橋本　有加

●総務

器材・会場 館山サーフライフセービングクラブ・九十九里ライフセービングクラブ

安全課 05ch 齋藤　渉 猪野　佳宏 石塚　洋成 板垣　俊輔 江川　陽介

生川　大樹 大場　真之介 小山　広将 河野　稜平 京極　康高

久々宇　邑乃 杉本　開 野田　涼平 宮崎　翔 宮林　晃太郎

ピスタチオ　安田 籔本　誉 山口　翔太郎

救護・トレーナー 06ch 国際武道大学トレーナーチーム

気象海象情報 松永　祐

事務局 館山サーフライフセービングクラブ

＜サーフエリアＡ＞

＜サーフエリアＢ＞

＜ＩＲＢ審判員＞

佐藤　洋二郎

中島　典子

松永　祐

伊藤　俊輔

梅林　寛人

＜ビーチエリア＞

中島　典子

山本　利春

米田入海

浅生　祐也

田村　憲章

林　　昌広

飯沼　誠司

第15回 千葉県ライフセービング競技会（房総カップ2017）

[大会役員・競技運営役員]

2017/10/13現在

 



6 

 

                                          別紙２ 

 

2017/10/12

開始 種目 開始 種目 開始 種目

7:00

7:30

8:00

8:45 サーフレース（男子/予選） 8:45 Fr.ボードレース(女子/予選） 8:45 ビーチフラッグス（女子/1次予選）

9:05 Fr.ボードレース(男子/予選） 9:20 ビーチフラッグス（男子/1次予選）

9:30 Jr.ボードレース低学年(女子/決勝)

9:40 Jr.ボードレース低学年(男子/決勝)

9:50 Jr.ボードレース高学年(女子/決勝)

10:00 Jr.ボードレース高学年(男子/決勝) 10:10 Fr.ボードレース(女子/決勝）

10:20 Fr.ボードレース(男子/決勝）

10:30 サーフレース(女子/決勝) 10:30 ボードレース(男子/予選) 10:30 Jr.ビーチフラッグス低学年(女子/男子決勝)

10:45 サーフレース(男子/決勝) 11:00 ボードレース(女子/決勝) 11:20 Jr.ビーチフラッグス高学年(女子/男子決勝)

11:10 Mastersボードレース(女子/男子決勝)

11:20 ボードレース(男子/決勝)

11:50 ボードリレー（予選）

12:55 オーシャンマン（予選） 12:45 ビーチフラッグス(女子/男子決勝)

13:50 タップリンリレー（予選）

14:55 オーシャンウーマン（決勝）

15:15 オーシャンマン（決勝）

15:50 ボードリレー（決勝）  

16:30 タップリンリレー（決勝）

17:00

オフィシャル会議

出場者確認・代表者会議

開会式

閉会式

第15回 千葉県ライフセービング競技会（房総カップ2017） タイムテーブル

※変更が生じる場合がございます。ご了承下さい。

サーフエリアA サーフエリアB ビーチエリア



（別紙３） 
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配置表 

 

第１５回千葉県ライフセービング競技会 大会会場図 

 

 

午前中は 2面になります 


