
個人 男子 200m 障害物スイム 個人 女子 200m 障害物スイム

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 東京消防庁LSC 02:02.17 日本新 1 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 銚子LSC 02:17.76

2 安藤　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 湯河原LSC 02:05.21 2 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 早稲田大学LSC 02:18.99

3 榊原　司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 早稲田大学LSC 02:06.36 3 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 国士舘大学LSC 02:24.04

4 荒生　拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 日本大学SLSC 02:08.01 4 佐藤　遥 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 東海大学湘南校舎LSC 02:25.59

5 江藤　亜門 ｴﾄｳ ｱﾓﾝ 早稲田大学LSC 02:08.34 5 植松　知奈津 ｳｴﾏﾂ ﾁﾅﾂ 湯河原LSC 02:27.55

6 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 日本大学SLSC 02:08.75 6 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 成蹊大学LSC 02:27.82

7 中谷　理人 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾘﾄ 東海大学湘南校舎LSC 02:09.60 7 寺崎　有未 ﾃﾗｻｷ ﾕﾐ 成蹊大学LSC 02:28.91

8 伊藤　俊輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 館山SLSC 02:10.10 8 名須川　茉莉乃 ﾅｽｶﾜ ﾏﾘﾉ 茅ヶ崎 02:29.42

個人 男子 50m マネキンキャリー 個人 女子 50m マネキンキャリー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 大島　圭介 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ 湯河原LSC 00:32.38 1 坂本　佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 日本体育大学LSC 00:39.10

2 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 波崎SLSC 00:33.14 2 毛利　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山SLSC 00:39.99

3 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 日本大学SLSC 00:33.70 3 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC 00:40.70

4 幡野　圭祐 ﾊﾀﾉ ｹｲｽｹ 日本体育大学LSC 00:33.87 4 大山　玲奈 ｵｵﾔﾏ ﾚｲﾅ 早稲田大学LSC 00:40.73

5 古泉　俊二郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 東海大学湘南校舎LSC 00:33.97 5 河田　聖良 ｶﾜﾀﾞ ｾｲﾗ 館山SLSC 00:40.83

6 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 九十九里LSC 00:33.98 6 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ 東海大学湘南校舎LSC 00:41.05

7 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 日本体育大学LSC 00:34.10 7 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 東海大学湘南校舎LSC 00:41.32

8 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 御宿LSC 00:34.62 8 佐伯　芽維 ｻｴｷ ﾒｲ 白浜LSC 00:41.44

個人 男子 100m レスキューメドレー 個人 女子 100m レスキューメドレー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 安藤　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 湯河原LSC 01:06.47 日本新 1 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 銚子LSC 01:18.19

2 坂本　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 日本体育大学LSC 01:08.26 2 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里LSC 01:18.23

3 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 九十九里LSC 01:08.75 3 毛利　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山SLSC 01:20.00

4 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 波崎SLSC 01:09.27 4 佐伯　芽維 ｻｴｷ ﾒｲ 白浜LSC 01:22.96

5 幡野　圭祐 ﾊﾀﾉ ｹｲｽｹ 日本体育大学LSC 01:09.88 5 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 国士舘大学LSC 01:23.44

6 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 日本大学SLSC 01:10.68 6 寺坂　恵実 ﾃﾗｻｶ ﾒｸﾞﾐ 日本体育大学LSC 01:25.21

7 大島　圭介 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ 湯河原LSC 01:11.11 7 遠口　紀子 ﾄｵｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 東海大学湘南校舎LSC 01:26.17

8 荒生　拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 日本大学SLSC 01:12.09 8 佐藤　遥 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 東海大学湘南校舎LSC 01:26.30

個人 男子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン 個人 女子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC 00:49.94 日本新 1 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC 00:58.85 日本新

2 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 新島LSC 00:52.94 2 篠　郁蘭 ｼﾉ ｱﾔｶ 西浜SLSC 01:01.38

3 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦LSC 00:53.45 3 高橋　愛海 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 西浜SLSC 01:04.18

4 高橋　徹 ﾀｶｷｼ ﾄｵﾙ 和田浦LSC 00:54.68 4 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田LSC 01:04.51

5 亀ノ上　僚仁 ｶﾒﾉｳｴ 勝浦LSC 00:54.75 5 渡邉　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 日本体育大学LSC 01:05.33

6 菊地　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 九十九里LSC 00:55.74 6 小林　夏実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 銚子LSC 01:05.62

7 多田　創一 ﾀﾀﾞ ｿｳｲﾁ 横浜海の公園LSC 00:55.88 7 柿澤　明日香 ｶｷｻﾞﾜ ｱｽｶ 日本大学SLSC 01:06.69

8 小林　海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾉ 大阪体育大学LSC 00:56.17 8 寺坂　恵実 ﾃﾗｻｶ ﾒｸﾞﾐ 日本体育大学LSC 01:07.00
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第27回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会　　競技結果
2014年5月17日（土）～18日（日）　　於：横浜国際プール（神奈川県横浜市）

個人 男子 100m マネキントウ・ウィズフィン 個人 女子 100m マネキントウ・ウィズフィン

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC 00:54.42 日本新 1 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC 01:03.46

2 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦LSC 00:58.85 2 篠　郁蘭 ｼﾉ ｱﾔｶ 西浜SLSC 01:05.22

3 宇治川　仁人 ｳｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 日本大学SLSC 00:59.06 3 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 早稲田大学LSC 01:05.71

4 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC 00:59.54 4 佐藤　亜耶 ｻﾄｳ ｱﾔ 日本体育大学LSC 01:07.03

5 中道　勇太 ﾅｶﾐﾁ ﾕｳﾀ 大阪体育大学LSC 00:59.60 5 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南校舎LSC 01:07.78

6 小出　大祐 ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京消防庁LSC 01:00.56 6 柿澤　明日香 ｶｷｻﾞﾜ ｱｽｶ 日本大学SLSC 01:09.30

7 古金　源太 ﾌﾙｶﾈ ｹﾞﾝﾀ 銚子LSC 01:01.16 7 安藤　綾野 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 湯河原LSC 01:09.42

8 加藤　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 柏崎LSC 01:01.22 8 高橋　愛海 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 西浜SLSC 01:09.54

個人 男子 200m スーパーライフセーバー 個人 女子 200m スーパーライフセーバー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 榊原　司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 早稲田大学LSC 02:18.94 日本新 1 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里LSC 02:37.70 大会新

2 坂本　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 日本体育大学LSC 02:23.13 2 江部　愛里菜 ｴﾍﾞ ｴﾘﾅ 日本体育大学LSC 02:47.88

3 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田LSC 02:24.51 3 木下　瑛理子 ｷﾉｼﾀ ｴﾘｺ 日本大学SLSC 02:49.59

4 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜SLSC 02:27.07 4 大山　玲奈 ｵｵﾔﾏ ﾚｲﾅ 早稲田LSC 02:49.64

5 古金　源太 ﾌﾙｶﾞﾈ ｹﾞﾝﾀ 銚子LSC 02:27.19 5 上村　真央 ｳｴﾑﾗ ﾏｵ 西浜SLSC 02:53.69

6 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC 02:30.00 6 小林　愛菜 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 日本体育大学LSC 02:57.32

7 伊藤　俊輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 館山SLSC 02:31.55 7 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南校舎LSC 02:57.46

8 大澤　凌太 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳﾀ 拓殖大学LSC 02:31.63 8 田辺　美咲 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 日本体育大学LSC 03:01.79

チーム 男子 4×50m 障害物リレー チーム 女子 4×50m 障害物リレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 荒生拓人・宇治川仁人・田家友也・鯨井洸紀 01:45.37 日本新 1 東海大学湘南校舎LSCﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺｳｼｬﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 平野夏実・竹内梨夏・遠口紀子・中島静香 02:01.85 日本新

2 東海大学湘南校舎LSCﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺｳｼｬﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 滝川隆史・寒河江健太・中谷理人・古泉俊二郎 01:47.09 2 日本体育大学LSC ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 坂本佳凪子・井熊理子・江部愛里菜・小林愛菜 02:03.21 日本新

3 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ溝゙井巧・益子進一・名須川開渡・菊地光 01:47.83 3 銚子LSC ﾁｮｳｼﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 栗真千里・高村沙季・小林夏実・河崎尚子 02:04.85

4 日本体育大学LSC ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 鈴木健一・坂本陸・宮腰太輔・幡野圭祐 01:49.33 4 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｳｸﾗﾌﾞ 大山玲奈・篠崎夏波・竹内芽衣・高柴瑠衣 02:05.22

5 銚子LSC ﾁｮｳｼﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 石田健人・古金源太・佐藤嶺太郎・岸大樹 01:49.52 5 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ毛゙利邦・河田聖良・市川恵理・藤原梢 02:06.24

6 東京消防庁LSC ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ平野修也・小出大祐・落合慶二・東畑隆大 01:49.86 6 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 木下瑛理子・内藤由里恵・神原瑞碧・清水友紀 02:06.83

7 勝浦LSC ｶﾂｳﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 寺本凌・亀ノ上僚仁・篠田智哉・岡田優樹 01:50.91 7 日本女子大学LSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山口智可・井出靖奈・相馬紗織・津川茉由子 02:09.12

8 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｳｸﾗﾌﾞ 榊原司・田中拓耶・市川智貴・江藤亜門 01:51.35 8 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 河崎綾子・植松知奈津・伊藤優子・松浦由依 02:11.92

チーム 男子 4×25m マネキンリレー チーム 女子 4×25m マネキンリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 東海大学湘南校舎LSCﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺｳｼｬﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中谷理人・古泉俊二郎・寒河江健太・松本有貴 01:16.52 日本新 1 東海大学湘南校舎LSCﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺｳｼｬﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 平野夏実・佐藤遥・竹内梨夏・中島静香 01:32.87 大会新

2 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ菊゙地光・溝井巧・益子進一・出木谷啓太 01:16.94 日本新 2 日本体育大学LSC ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 寺本恵実・坂本佳凪子・小林愛菜・江部愛里菜 01:34.85 大会新

3 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大島圭介・三木翔平・西山俊・安藤秀 01:17.19 日本新 3 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ上゙村真央・篠郁蘭・上野真凛・片平悠理亜メリッサ 01:36.26 大会新

4 東京消防庁LSC ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ落合慶二・東畑隆大・小出大祐・平野修也 01:18.36 4 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ毛゙利邦・市川恵理・河田聖良・藤原梢 01:39.66

5 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ上゙野凌・和田幸太郎・長竹康介・皆川貴海 01:20.24 5 銚子LSC ﾁｮｳｼﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 栗真千里・河崎尚子・深谷徳香・小林夏実 01:39.85

6 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 荒生拓人・鳥部駿介・田家友也・鯨井洸紀 01:22.21 6 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｳｸﾗﾌﾞ 大山玲奈・竹内芽衣・高柴瑠衣・篠崎夏波 01:42.33

7 勝浦LSC ｶﾂｳﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡田優樹・篠田智哉・亀ノ上僚仁・寺本凌 01:23.39 7 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 石岡美咲・木下瑛里子・清水友紀・内藤友里恵 01:43.19

8 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｳｸﾗﾌﾞ 江藤亜門・田中拓耶・榊原司・間瀬誠 01:26.18 8 東京女子体育大学LSC ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 清水美伽・佐藤芽愛・河野綾香・佐藤実穂 01:50.75
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第27回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会　　競技結果
2014年5月17日（土）～18日（日）　　於：横浜国際プール（神奈川県横浜市）

チーム 男子 4×50m メドレーリレー チーム 女子 4×50m メドレーリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 安藤秀・西山俊・大島圭介・深井俊光 01:33.23 日本新 1 日本体育大学LSC ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 小林愛菜・渡邉来美・江部愛里菜・佐藤亜耶 01:51.35 日本新

2 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 荒生拓人・宇治川仁人・鯨井洸紀・斉田流星 01:36.44 2 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ上゙村真央・高橋愛海・上野真凛・篠郁蘭 01:51.51 大会新

3 勝浦LSC ｶﾂｳﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡田優樹・亀ノ上僚仁・寺本凌・篠田智哉 01:36.51 3 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｳｸﾗﾌﾞ 大山玲奈・篠崎夏波・竹内芽衣・高柴瑠衣 01:51.96

4 東京消防庁LSC ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ東畑隆大・平野修也・落合慶二・小出大祐 01:37.17 4 銚子LSC ﾁｮｳｼﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高村沙季・小林夏実・栗真千里・河崎尚子 01:52.85

5 東海大学湘南校舎LSCﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺｳｼｬﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 寒河江健太・川口悠希・中谷理人・古泉俊二郎 01:38.62 5 東海大学湘南校舎LSCﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺｳｼｬﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤遥・竹内梨夏・中島静香・平野夏実 01:53.04

6 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ皆゙川貴海・長竹康介・上野凌・荒井洋佑 01:40.08 6 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 清水友紀・速水愛・木下瑛里子・柿澤明日香 01:53.71

7 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｳｸﾗﾌﾞ 田中拓耶・江藤亜門・榊原司・市川智貴 01:41.13 7 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 河崎綾子・松浦由依・植松知奈津・安藤綾野 01:55.43

8 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ溝゙井巧・菊地光・益子進一・出木谷啓太 01:42.95 8 日本女子大学LSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 津川茉由子・野平恵・城所侑沙・金子紗瑛 01:57.02

チーム 男子 ラインスロー チーム 女子 ラインスロー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 勝浦LSC ｶﾂｳﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 亀ノ上僚仁・篠田智哉 00:12.15 1 勝浦LSC ｶﾂｳﾗﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 水間菜登・伹野安菜 00:14.56 日本新

2 流通経済大学LSC ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 池田智裕・髙橋源暉 00:12.35 2 茅ヶ崎SLSC ﾁｶﾞｻｷｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 猪又美佳・名須川紗綾 00:17.39

3 新島LSC ﾆｲｼﾞﾏﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 難波優介・園田俊 00:12.54 3 柏崎LSC ｶｼﾜｻﾞｷﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ高橋志穂・前川紗槻 00:17.45

4 専修大学SLSC ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 齋藤和哉・小林浅葵 00:12.88 4 専修大学SLSC ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡村夏美・中島涼香 00:19.99

5 昭和第一学園LSC ｼｮｳﾜﾀﾞｲｲﾁｶﾞｸｴﾝﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 鈴木竜司・大山祐 00:13.29 5 流通経済大学LSC ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 手塚美穂・坂入綾菜 00:25.97

6 大竹SLSC ｵｵﾀｹｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ笹゙森猛夫・鶴園宏海 00:14.70 6 東海大学湘南校舎LSCﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺｳｼｬﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 遠口紀子・野崎彩 00:28.81

7 玉川大学LSC ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ鳥海翔矢・坂部卓生 00:14.74 7 日本体育大学LSC ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 石井奈美・奥秋李果 00:32.10

8 銚子LSC ﾁｮｳｼﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 古金源太・佐藤嶺太郎 00:15.26 8 銚子LSC ﾁｮｳｼﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高村沙季・深谷徳香 00:33.80

チーム 男女 ＳＥＲＣ

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 流通経済大学LSC ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 髙橋源暉・池田知裕・尾内浩紀・具志陽介 337
2 東京消防庁LSC ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ本多辰也・落合慶二・小出大祐・菊地太 313
3 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 齋田流星・有馬慎太郎・荒生拓人・柿澤明日香 307
4 日本体育大学LSC ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 坂本陸・鈴木健一・鈴木友三朗・吉岡才智 296
5 大竹LSC ｵｵﾀｹｻｰﾌﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌ赤゙田樹皇・笹森猛夫・浅岡紘季・森大樹 281
6 国士舘大学LSC ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ松本凌吾・勝田郁也・松井智範・須藤凪 277
7 銚子LSC ﾁｮｳｼﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 梅林寛人・佐藤嶺太郎・古金源太・田中翔 276
8 東京女子体育大学LSC ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 三井貴恵・佐藤芽愛・熊谷千香子・杉山恵理 268
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