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【競技結果】チーム・特別種目

レスキューチューブレスキュー 女子

順位 チーム名 備考

1 九十九里LSC

成澤　侑花 三井　結里花 罍　京香 真部　夏

2 西浜SLSC

上野　真凜 坂本　佳凪子 井上　裕梨 内堀　夏怜

3 下田LSC

田村　実絵 山口　茜 渡部　世梨 大橋　亜里沙

4 柏崎LSC

速水　彩 高橋　志穂 小形　梨沙 瀬尾　晴香

5 銚子LC

堤　茅咲 宮田　沙依 佐藤　里咲 中村　紗也香

6 茅ヶ崎SLSC

名須川　茉莉乃 名須川　紗綾 猪又　美佳 平野　沙羅

7 熱川LSC

黒岩　美緒 小林　沙恵 三浦　萌菜 井勢　茉香呂

8 日本体育大学LSC

伊藤　若菜 関口　瑠唯 浦田　麻友 中井　優波

レスキューチューブレスキュー 男子

順位 チーム名 備考

1 湯河原LSC

林　誠海 安藤　秀 渡辺　駿典 常世田　太郎

2 九十九里LSC

池端　拓海 光野　智大 西崎　賢 河野　裕一郎

3 辻堂LC　

佐藤　良亮 平野　修也 中川　健 岡　勇毅

4 大阪体育大学LSC

徳原　希偉斗 溝上　直弥 坂本　陽太 松下　拓実

5 下田LSC

篠原　優太 粂川　拓海 大野　芳誉 相澤　虎大

6 西浜SLSC

新川　将吾 園田　俊 河西　亮佑 成富　丈

7 柏崎LSC

田中　圭悟 加藤　豪 関　悠矢 片山　雄起

8 波崎SLSC

相馬　翔太 竹原　夏輝 河井　拓夢 青池　亮太
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ボードレスキュー 女子

順位 チーム名 備考

1 九十九里LSC

成澤　侑花 三井　結里花

2 下田LSC

田村　実絵 山口　茜

3 西浜SLSC

上野　真凜 内堀　夏怜

4 銚子LC

栗真　千里 宮田　沙依

5 湯河原LSC

青木　邦 市川　恵理

6 日本体育大学LSC

八木　愛海 佐藤　美帆

7 波崎SLSC

大山　玲奈 白鳥　紗貴

8 柏崎LSC

速水　彩 高橋　志穂

ボードレスキュー 男子

順位 チーム名 備考

1 湯河原LSC

西山　俊 青木　将展

2 西浜SLSC

上野　凌 園田　俊

3 銚子LC

井上　虎太郎 岡部　直人

4 波崎SLSC

小松　海登 牛越　智

5 下田LSC

粂川　拓海 谷脇　拓実

6 九十九里LSC

池端　拓海 出木谷　啓太

7 柏崎LSC

片山　雄起 加藤　豪

8 KITAJIMAQUATICS

古金　源太 寒河江　健太
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オーシャンウーマンリレー 女子

順位 チーム名 備考

1 湯河原LSC

一原　枝厘花 青木　邦 市川　恵理 田之上　紗和子

2 九十九里LSC

三井　結里花 成澤　侑花 牧　由佳 真部　夏

3 下田LSC

河西　あゆみ 田村　実絵 山口　茜 江田　望実

4 銚子LC

宮田　沙依 栗真　千里 佐野　七美 佐藤　里咲

5 波崎SLSC

大山　玲奈 津守　響子 白鳥　紗貴 大平　穂乃佳

6 茅ヶ崎SLSC

猪又　美佳 名須川　茉莉乃 名須川　紗綾 谷川　さくら

7 熱川LSC

井高　絵蓮 黒岩　美緒 太田黒　歩美 井勢　茉香呂

8 西浜SLSC

井上　裕梨 小林　夢 上野　真凜 内堀　夏怜

オーシャンマンリレー 男子

順位 チーム名 備考

1 九十九里LSC

出木谷　啓太 池端　拓海 川田　航平 河野　裕一郎

2 湯河原LSC

西山　俊 安藤　秀 三木　翔平 山﨑　健太郎

3 西浜SLSC

園田　俊 新川　将吾 上野　凌 菅原　佳澄

4 波崎SLSC

牛越　智 佐藤　悠太 小松　海登 河井　拓夢

5 下田LSC

松沢　斉 小日向　勇二 粂川　拓海 古越　友規

6 勝浦LSC

内田　直人 永石　哲朗 榎本　宏暉 吉川　喬哉

7 銚子LC

浅見　雄一郎 堀内　敦貴 岡部　直人 森　新太郎

8 横浜海の公園LSC

落合　慶二 新榮　龍也 高木　惇暉 近藤　毅歩



- 4 -

【競技結果】チーム・特別種目

第44回全日本ライフセービング選手権大会　本選会

2018年10月6日（土）-7日（日）　　於：片瀬西浜海岸（神奈川県藤沢市）

ビーチリレー 女子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学LSC

小谷　千幸 吉国　春菜 竹内　歩 田中　綾

2 九十九里LSC

高橋　沙恵 谷　実久 罍　京香 真部　夏

3 下田LSC

江田　望実 渡部　世梨 髙橋　紗那 大橋　亜里沙

4 西伊豆・松崎LSC

小野木　聖 坂本　智恵美 若林　明穂 平本　依吹

5 湘南ひらつかLSC

山本　紗也果 相原　凌子 森島　絵理奈 谷川　恵菜

6 日本体育大学荏原高等学校LSC

大矢　幸恵 前田　葵 熊木　春乃 川隅　由貴

7 勝浦LSC

但野　安菜 丹羽　久美 喜瀬　知有良 井戸上　萌

8 柏崎LSC

瀬尾　晴香 池谷　雅美 速水　彩 小形　梨沙

ビーチリレー 男子

順位 チーム名 備考

1 大磯LSC

市川　巧基 嶋津　俊哉 福山　雅也 中村　泰己

2 日本体育大学LSC

赤坂　祐太 信坂　宜希 松村　稜 辻本　佳起

3 式根島LSC

和田　賢一 上遠野　元太 加藤　拓也 野口　勝成

4 九十九里LSC

西崎　賢 遠藤　史哉 柿崎　稔 河野　裕一郎

5 今井浜SLSC

原　実貴 小久保　開成 相川　慎介 保坂　涼太

6 勝浦LSC

平本　大典 芹澤　勇作 竹澤　康輝 吉川　喬哉

7 大阪体育大学LSC

泉　一斗 吉田　純 柳下　卓弥 橋谷　俊平

8 銚子LC

富山　正樹 数澤　康貴 中里　秀平 森　新太郎


