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【競技結果】個人種目

サーフレース 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 成澤　侑花 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｶ 九十九里LSC

2 田村　実絵 ﾀﾑﾗ ﾐｴ 下田LSC

3 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 熱川LSC

4 坂上　智美 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾐ 若狭和田LSC

5 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 下田LSC

6 田中　悠紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 鹿嶋LGT

7 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 銚子LC

8 堺澤　舞香 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ 館山SLSC

サーフレース 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 安藤　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 湯河原LSC

2 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 九十九里LSC

3 清野　亘 ｷﾖﾉ ﾜﾀﾙ KITAJIMAQUATICS

4 林　誠海 ﾊﾔｼ ﾏｻﾐ 湯河原LSC

5 横山　南風 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾝﾌﾟｳ 九十九里LSC

6 新川　将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 西浜SLSC

7 小日向　勇二 ｺﾋﾅﾀ ﾕｳｼﾞ 下田LSC

8 粂川　拓海 ｸﾒｶﾜ ﾀｸﾐ 下田LSC

サーフスキーレース 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田LSC

2 一原　枝厘花 ｲﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 湯河原LSC

3 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC

4 久保　美沙代 ｸﾎﾞ ﾐｻﾖ 和田浦LSC

5 今野　恵 ｺﾝﾉ ﾒｸﾞﾐ 鎌倉LG

6 青木　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原LSC

7 大山　玲奈 ｵｵﾔﾏ ﾚｲﾅ 波崎SLSC

8 井上　裕梨 ｲﾉｳｴ ﾕﾘ 西浜SLSC

サーフスキーレース 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

2 出木谷　啓太 ﾃﾞｷﾔ ｹｲﾀ 九十九里LSC

3 内田　直人 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾄ 勝浦LSC

4 松沢　斉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 下田LSC

5 落合　慶二 ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 横浜海の公園LSC

6 廣田　諒 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 西浜SLSC

7 大西　明 ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 鎌倉LG

8 菅野　宏 ｶﾝﾉ ﾋﾛｼ 下田LSC
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ボードレース 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 市川　恵理 ｲﾁｶﾜ ｴﾘ 湯河原LSC

2 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 下田LSC

3 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC

4 内堀　夏怜 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾚﾝ 西浜SLSC

5 上野　真凜 ｳｴﾉ ﾏﾘﾝ 西浜SLSC

6 牧　由佳 ﾏｷ ﾕｶ 九十九里LSC

7 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 熱川LSC

8 町田　遥加 ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 九十九里LSC

ボードレース 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

OP Burrows　Rhys ﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾘｰｽ Noosa Heads SLSC（ｵｰﾌﾟﾝ） オープン参加

1 小松　海登 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 波崎SLSC

2 加藤　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 柏崎LSC

3 粂川　拓海 ｸﾒｶﾜ ﾀｸﾐ 下田LSC

4 出木谷　啓太 ﾃﾞｷﾔ ｹｲﾀ 九十九里LSC

5 牛越　智 ｳｼｺｼ ｻﾄｼ 波崎SLSC

6 三木　翔平 ﾐｷ ｼｮｳﾍｲ 湯河原LSC

7 岡部　直人 ｵｶﾍﾞ ﾅｵﾄ 銚子LC

8 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜SLSC

オーシャンウーマン 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里LSC

2 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田LSC

3 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 銚子LC

4 大山　玲奈 ｵｵﾔﾏ ﾚｲﾅ 波崎SLSC

5 青木　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原LSC

6 高橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 柏崎LSC

7 上野　真凜 ｳｴﾉ ﾏﾘﾝ 西浜SLSC

8 一原　枝厘花 ｲﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 湯河原LSC

オーシャンマン 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜SLSC

OP Burrows　Rhys ﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾘｰｽ Noosa Heads SLSC（ｵｰﾌﾟﾝ） オープン参加

2 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

3 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 九十九里LSC

4 小松　海登 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 波崎SLSC

5 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田LSC

6 三木　翔平 ﾐｷ ｼｮｳﾍｲ 湯河原LSC

7 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC

8 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜SLSC
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ビーチフラッグス 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 田中　綾 ﾀﾅｶ ｱﾔ 日本体育大学LSC

2 池谷　雅美 ｲｹﾀﾆ ﾏｻﾐ 柏崎LSC

3 川崎　汐美 ｶﾜｻｷ ｼｵﾐ 東京消防庁LSC

4 藤原　梢 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｽﾞｴ 館山SLSC

5 金坂　佳瑛 ｶﾈｻｶ ﾖｼｴ 新島LSC

OP Tegan　Maffescioni ﾃｨｰｶﾞﾝ ﾏﾌｪｼｵﾆ North Cottesloe SLSC（ｵｰﾌﾟﾝ） オープン参加

6 杉崎　友梨 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕﾘ 日本体育大学LSC

7 大矢　幸恵 ｵｵﾔ ﾕｷｴ 日本体育大学荏原高等学校LSC

ビーチフラッグス 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 古越　友規 ﾌﾙｺｼ ﾕｳｷ 下田LSC

2 野口　勝成 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾅﾘ 式根島LSC

3 高梨　友美生 ﾀｶﾅｼ ﾕﾐｵ 土肥LSC

4 河野　裕一郎 ｶﾜﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 九十九里LSC

5 柴田　爽生 ｼﾊﾞﾀ ｿｳｲ 湘南ひらつかLSC

6 森　新太郎 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 銚子LC

7 和田　賢一 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 式根島LSC

8 川面　敬祐 ｶﾜﾂﾗ ｹｲｽｹ 西伊豆・松崎LSC

ビーチスプリント 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 田中　綾 ﾀﾅｶ ｱﾔ 日本体育大学LSC

2 但野　安菜 ﾀﾀﾞﾉ ｱﾝﾅ 勝浦LSC

3 佐藤　里咲 ｻﾄｳ ﾘｻ 銚子LC

OP Tegan　Maffescioni ﾃｨｰｶﾞﾝ ﾏﾌｪｼｵﾆ North Cottesloe SLSC（ｵｰﾌﾟﾝ） オープン参加

4 池谷　雅美 ｲｹﾀﾆ ﾏｻﾐ 柏崎LSC

5 藤原　梢 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｽﾞｴ 館山SLSC

6 小谷　千幸 ｺﾀﾆ ﾁｻ 日本体育大学LSC

7 大矢　幸恵 ｵｵﾔ ﾕｷｴ 日本体育大学荏原高等学校LSC

ビーチスプリント 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 古越　友規 ﾌﾙｺｼ ﾕｳｷ 下田LSC

2 石井　雄大 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 東京消防庁LSC

3 森　新太郎 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 銚子LC

4 嶋津　俊哉 ｼﾏﾂﾞ ﾄｼﾔ 大磯LSC

5 松村　稜 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ 日本体育大学LSC

6 七海　元紀 ﾅﾅｳﾐ ｹﾞﾝｷ 神津島LSC

7 柿崎　稔 ｶｷｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 九十九里LSC

8 中村　泰己 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 大磯LSC
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2kmビーチラン 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 蜂須　静香 ﾊﾁｽ ｼｽﾞｶ 日本体育大学LSC

2 冨田　有佐 ﾄﾐﾀ ｱﾘｻ 辻堂LC　

3 國井　菜名 ｸﾆｲ ﾅﾅ 御浜LSC

4 太田黒　歩美 ｵｵﾀｸﾞﾛ ｱﾕﾐ 熱川LSC

5 市川　恵理 ｲﾁｶﾜ ｴﾘ 湯河原LSC

6 片平　悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ 西浜SLSC

7 吉原　楓 ﾖｼﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 下田LSC

8 生澤　安祐美 ｲｹｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 日本体育大学LSC

2kmビーチラン 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 渡邊　昂俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 日本体育大学LSC

2 佐藤　大心 ｻﾄｳ ﾀｲｼﾝ 鹿嶋LGT

3 熊谷　健太郎 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 湯河原LSC

4 中川　慎太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 西浜SLSC

5 弓削　匠 ﾕｹﾞ ﾀｸﾐ 九十九里LSC

6 河原　陸 ｶﾜﾊﾗ ﾘｸ 日本体育大学LSC

7 山中　祐二 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ 拓殖大学LSC

8 新堀　進悟 ﾆｲﾎﾞﾘ ｼﾝｺﾞ 土肥LSC


