
第３回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
種目別結果

競技No:1 女子　２００ｍ障害物スイム

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
1 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学  2:21.55 大会新                        
2 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 早稲田大学  2:24.97
3 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 日本大学  2:26.13
4 下山　愛由 ｼﾓﾔﾏ ｱﾕ 日本体育大学  2:26.71
5 平野　夏海 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南校舎  2:27.44
6 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 日本大学  2:28.03
7 三吉　菜月 ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ 大阪体育大学  2:29.58
8 越中　万智 ｴｯﾁｭｳ ﾏﾁ 和洋女子大学  2:30.22

競技No:3 女子　４X50m障害物リレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:02.25 大会新                        
2 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:04.05 大会新                        
3 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ  2:05.76
4 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  2:06.22
5 東京女子体育大学 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀ  2:11.58
6 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:14.48
7 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  2:18.98
8 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ  2:24.68

競技No:5 女子　ラインスロー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 14.27
2 東京女子体育大学 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀ 16.57
3 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 23.52
4 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ 31.14
5 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ 31.42
6 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ 33.27
7 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 35.85
8 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 39.55

競技No:7 女子　５０ｍマネキンキャリー

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
1 佐伯　芽維 ｻｴｷ ﾒｲ 日本体育大学 40.61 大会新                        
2 名須川紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 文教大学 42.02 大会新                        
3 河崎　綾子 ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ 東海大学湘南校舎 42.78 大会新                        
4 本城　里華 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｶ 日本体育大学 44.74
5 國東　瑞紀 ｸﾆﾄｳ ﾐｽﾞｷ 日本女子体育大学 45.21
6 三川　彩綾 ﾐｶﾜ ｻｱﾔ 日本体育大学 47.22
7 仲　　麻利 ﾅｶ ﾏﾘ 玉川大学 47.31
8 金坂　佳瑛 ｶﾈｻｶ ﾖｼｴ 日本女子体育大学 47.35



競技No:9 女子　１００ｍマネキントウ・ウィズフィン

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
1 水間　菜愉 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾕ 国際武道大学  1:08.91
2 篠岡　桂子 ｼﾉｵｶ ｹｲｺ 東海大学湘南校舎  1:10.13
3 槻田ちひろ ﾂｷﾀ ﾁﾋﾛ 日本体育大学  1:11.90
4 安藤　綾野 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 順天堂大学  1:12.10
5 兼田明日佳 ｶﾈﾀﾞ ｱｽｶ 中京大学  1:12.74
6 渡邉　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 日本体育大学  1:13.14
7 馬瀬　佳奈 ｳﾏｾ ｶﾅ 東京女子体育大学  1:13.36
8 上村　真央 ｶﾐﾑﾗ ﾏｵ 拓殖大学  1:13.72

競技No:11女子　１００ｍレスキューメドレー

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
1 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学  1:20.06 大会新                        
2 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学  1:20.33 大会新                        
3 國東　瑞紀 ｸﾆﾄｳ ﾐｽﾞｷ 日本女子体育大学  1:28.39
4 金坂　佳瑛 ｶﾈｻｶ ﾖｼｴ 日本女子体育大学  1:29.77
5 平野　夏海 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南校舎  1:29.86
6 情野　　望 ｾｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 日本女子体育大学  1:30.23
7 三川　彩綾 ﾐｶﾜ ｻｱﾔ 日本体育大学  1:31.30
8 仲　　麻利 ﾅｶ ﾏﾘ 玉川大学  1:32.42

競技No:17女子　４X50mメドレーリレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:56.20
2 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ  1:56.26
3 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:57.21
4 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  2:00.88
5 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  2:01.63
6 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:05.68
7 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:08.25
8 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  2:09.40

競技No:19女子　２００ｍスパーライフセーバー

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
1 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学  2:38.36 日本新    大会新              
2 大渕真理子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 日本女子体育大学  2:54.99
3 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 日本体育大学  2:58.11
4 上村　真央 ｶﾐﾑﾗ ﾏｵ 拓殖大学  2:58.66
5 藤井　香織 ﾌｼﾞｲ ｶｵﾘ 神奈川大学  3:02.66
6 小出　絵未 ｺｲﾃﾞ ｴﾐ 東京女子体育大学  3:04.18
7 兼田明日佳 ｶﾈﾀﾞ ｱｽｶ 中京大学  3:08.12
8 松澤みづほ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾂﾞﾎ 日本女子体育大学  3:08.52



競技No:21女子　１００ｍマネキンキャリー・ウィズフィン

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
1 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 国際武道大学  1:08.84 大会新                        
2 神村　美咲 ｶﾐﾑﾗ ﾐｻｷ 日本女子体育大学  1:09.57
3 小林　夏実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 日本体育大学  1:09.61
4 水間　菜愉 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾕ 国際武道大学  1:10.26
5 我妻　瑞穂 ｱｶﾞﾂﾏ ﾐｽﾞﾎ 東京女子体育大学  1:10.32
6 篠岡　桂子 ｼﾉｵｶ ｹｲｺ 東海大学湘南校舎  1:13.25
7 大塚　彩加 ｵｵﾂｶ ｱﾔｶ 東海大学湘南校舎  1:13.79
8 鎌田　　優 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳ 東京女子体育大学  1:13.99

競技No:23女子　４X25mマネキンリレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 東京女子体育大学 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀ  1:50.71
2 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:51.46
3 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ  1:57.05
4 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ  1:58.86
5 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:07.89
6 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:12.38
7 琉球大学 ﾘｭｳｷｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:36.05
拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ 失格1泳者

競技No:25女子　特別種目・メドレーリレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:53.27
2 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ  1:54.56
3 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:56.24
4 東京女子体育大学 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀ  1:58.57
5 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  2:01.01
6 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  2:02.31
7 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:06.90
早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 失格1泳者



第３回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
種目別結果

競技No:2 男子　２００ｍ障害物スイム

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
大会新                        1 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学  2:04.73 大会新                        

2 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 神奈川大学  2:06.39
3 佐口　太一 ｻｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 岐阜聖徳学園大學  2:11.06
4 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学  2:11.25
5 金丸　大将 ｶﾈﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 早稲田大学  2:12.32
6 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学  2:13.09
7 矢内　健斗 ﾔｳﾁ ｹﾝﾄ 日本大学  2:13.46
8 瀧川　隆史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 東海大学湘南校舎  2:13.54

競技No:4 男子　４X50m障害物リレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
大会新                        1 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:47.62 
大会新                        2 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:48.60 

3 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:50.71 
4 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:52.05 
5 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ  1:52.74
6 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:52.75 
7 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ  1:56.38 
8 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  1:57.52 

競技No:6 男子　ラインスロー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ 12.14
2 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 13.40
3 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 19.02
4 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 21.52
5 杏林大学 ｷｮｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 23.14
6 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ 24.41
7 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 24.85
8 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ 27.90

競技No:8 男子　５０ｍマネキンキャリー

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
大会新                        1 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学 34.86 大会新                        
大会新                        2 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 拓殖大学 35.29
大会新                        3 佐藤光太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 東海大学湘南校舎 36.35

4 楠本　慶明 ｸｽﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 国際武道大学 36.66
5 高岡　洋介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 国士舘大学 37.48
6 秋葉　佳祐 ｱｷﾊﾞ ｹｲｽｹ 専修大学 37.68
7 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 日本大学 37.87
8 松竹　賢太 ﾏﾂﾀｹ ｹﾝﾀ 日本体育大学 38.37



競技No:10男子　１００ｍマネキントウ・ウィズフィン

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
1 中野　達矢 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 日本体育大学  1:00.94
2 深野　裕輔 ﾌｶﾉ ﾕｳｽｹ 日本大学  1:02.28
3 飯田　純一 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 流通経済大学  1:02.44
4 吉野　一平 ﾖｼﾉ ｲｯﾍﾟｲ 流通経済大学  1:02.90
5 深井　俊光 ﾌｶｲ ﾄｼﾐﾂ 東海大学湘南校舎  1:02.95
6 堤　　勇樹 ﾂﾂﾐ ﾕｳｷ 順天堂大学  1:03.08
7 深田　祐希 ﾌｶﾀﾞ ﾕｳｷ 大阪体育大学  1:03.23
8 西脇　圭彦 ﾆｼﾜｷ ﾖｼﾋｺ 大阪体育大学  1:04.30

競技No:12男子　１００ｍレスキューメドレー

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
大会新                        1 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 拓殖大学  1:11.98
大会新                        2 園田　　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 流通経済大学  1:13.21

3 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 日本大学  1:15.27
4 松竹　賢太 ﾏﾂﾀｹ ｹﾝﾀ 日本体育大学  1:16.14
5 矢部翔太郎 ﾔﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 東海大学湘南校舎  1:18.64
6 秋葉　佳祐 ｱｷﾊﾞ ｹｲｽｹ 専修大学  1:19.88
7 瀬之口恭平 ｾﾉｸﾁ ｷｮｳﾍｲ 日本大学  1:20.12
8 坂上　友弥 ｻｶｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 玉川大学  1:21.61

競技No:18男子　４X50mメドレーリレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:41.15
2 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:41.41
3 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ  1:41.42
4 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:42.97
5 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  1:43.97
6 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ  1:46.29
7 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:47.08
8 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:50.36

競技No:20男子　２００ｍスパーライフセーバー

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
日本新    大会新              1 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 拓殖大学  2:28.35 大会新                        

2 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 日本大学  2:29.06 大会新                        
3 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 早稲田大学  2:29.42 大会新                        
4 矢部翔太郎 ﾔﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 東海大学湘南校舎  2:37.36
5 名須川開渡 ﾅｽｶﾜ ｶｲﾄ 日本大学  2:39.20
6 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学  2:42.03
7 吉野　一平 ﾖｼﾉ ｲｯﾍﾟｲ 流通経済大学  2:42.09
8 矢内　健斗 ﾔｳﾁ ｹﾝﾄ 日本大学  2:43.63



競技No:22男子　１００ｍマネキンキャリー・ウィズフィン

順位 氏名 氏名カナ 所属名 ゴールタイム 事由
大会新                        1 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学 55.51

2 楠本　慶明 ｸｽﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 国際武道大学 56.07
3 田中　裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 拓殖大学 57.97
4 多田　創一 ﾀﾀﾞ ｿｳｲﾁ 玉川大学 59.15
5 大谷翔一郎 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 流通経済大学 59.77
6 深野　裕輔 ﾌｶﾉ ﾕｳｽｹ 日本大学  1:00.32
7 牧口　航平 ﾏｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 新潟工科大学  1:00.56
8 井口　裕太 ｲｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 日本体育大学  1:02.12

競技No:24男子　４X25mマネキンリレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.06 日本新                        
2 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:24.53
3 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  1:28.43
4 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:35.14
5 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:42.60
6 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:46.72
日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格1泳者
早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 失格1泳者

競技No:26男子　特別種目・メドレーリレー

順位 チーム名 チーム名カナ ゴールタイム 事由
1 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:38.40 
2 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:39.47 
3 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:42.02 
4 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:42.05 
5 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  1:43.46 
6 東海大学湘南校舎 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ  1:43.67 
7 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:44.26 
8 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞ  1:48.51 


