
順位 チーム名 得点

1 日本体育大学ライフセービングクラブ 137

2 拓殖大学ライフセービングクラブ 71

3 日本大学サーフライフセービングクラブ 63

4 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 62

5 西浜サーフライフセービングクラブ 51

6 勝浦ライフセービングクラブ 47

7 館山サーフライフセービングクラブ 40

8 流通経済大学ライフセービングクラブ 31

9 大竹サーフライフセービングクラブ 28

10 柏崎ライフセービングクラブ 23

11 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブCREST 23

12 銚子ライフセービングクラブ 22

13 湯河原ライフセービングクラブ 20

14 東京女子体育大学ライフセービングクラブ 20

15 大阪体育大学ライフセービングクラブ 15

16 順天堂大学ライフセービングクラブ 13

17 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 11

18 早稲田大学ライフセービングクラブ 10

19 御宿ライフセービングクラブ 9

20 玉川大学LSC 8

21 国士舘大学ライフセービングクラブ 8

22 下田ライフセービングクラブ 8

23 成城学園ライフセービング部 7

24 鹿嶋ライフガードチーム 5

25 新島ライフセービングクラブ 4

25 和田浦ライフセービングクラブ 4

27 三多摩ライフセービングクラブ 2

28 愛知ライフセービングクラブ 2

29 法政大学サーフライフセービングクラブ 0

29 式根島ライフセービングクラブ 0

29 明治大学サーフライフセービング部 0

29 専修大学サーフライフセービングクラブ 0

29 日本大学ライフセービングクラブ 0

29 東海大学海洋学部ライフセービングクラブLOCO 0

29 昭和第一学園高等学校　ライフセービング部 0

29 東京消防庁ライフセービングクラブ 0

チーム総合成績

第24回全日本ライフセービングプール選手権大会

2011年5月14日（土）～15日（日）　　於：古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 ToBiO（静岡県浜松市）

※同得点チームの順位は、各競技の上位入賞数の違いによる。
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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 遠藤　　雅 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 柏崎LSC  2:06.94 1 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学LSC  2:22.08

2 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学SLSC  2:07.91 2 下山　愛由 ｼﾓﾔﾏ ｱﾕ 日本体育大学LSC  2:24.85

3 下平　亮輔 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 成城学園LSC  2:09.75 3 鈴木　聖美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 日本大学SLSC  2:29.00

4 坂本　　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 西浜SLSC  2:11.85 4 塩島沙稀子 ｼｵｼﾞﾏ ｻｷｺ 国士舘大学LSC  2:30.38

5 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学LSC  2:12.07 5 三吉　菜月 ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ 大阪体育大学LSC  2:30.56

6 遠藤　　望 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 柏崎LSC  2:12.51 6 古泉　祥乃 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾁﾉ 日本女子体育大学LSC  2:31.34

7 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学LSC  2:12.70 7 情野　　望 ｾｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 日本女子体育大学LSC  2:33.13

8 佐口　太一 ｻｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 愛知LSC  2:12.84 8 髙橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 柏崎LSC  2:40.67

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 田村　憲章 ﾀﾑﾀ ﾄｼﾕｷ 銚子LSC 33.60 1 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学SLSC 41.80

2 鈴木　一也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 茅ヶ崎SLSC    34.44 2 毛利　　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山SLSC    41.97

3 澤田　　翼 ｻﾜﾀﾞ ﾀｽｸ 日本体育大学LSC    34.72 3 佐伯　芽維 ｻｴｷ ﾒｲ 日本体育大学LSC    43.52

4 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学LSC    35.86 4 勝俣　　閑 ｶﾂﾏﾀ ｼｽﾞｶ 西浜SLSC    44.77

5 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田LSC    35.94 5 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC    46.53

6 鈴木　陵平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 館山SLSC    36.45 6 本城　理華 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｶ 日本体育大学LSC    46.73

7 佐藤光太郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ　CREST    37.17 7 國東　瑞紀 ｸﾆﾄｳ ﾐｽﾞｷ 日本女子体育大学LSC    46.88

8 金坂　佳瑛 ｶﾈｻｶ ﾖｼｴ 日本女子体育大学LSC    47.56

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 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 拓殖大学LSC  1:07.46 日本新 1 佐伯　芽維 ｻｴｷ ﾒｲ 日本体育大学LSC  1:21.58

2 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 拓殖大学LSC  1:12.49 2 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学LSC  1:27.89

3 園田　　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 流通経済大学LSC  1:13.24 3 大渕真理子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 日本女子体育大学LSC  1:29.41

4 伊藤　俊輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 館山SLSC  1:13.80 4 金坂　佳瑛 ｶﾈｻｶ ﾖｼｴ 日本女子体育大学LSC  1:30.69

5 中島　　章 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ 新島LSC  1:15.47 5 情野　　望 ｾｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 日本女子体育大学LSC  1:32.48

6 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 早稲田LSC  1:15.90 6 稲川　早葵 ｲﾅｶﾞﾜ ｻｷ 日本女子体育大学LSC  1:40.85

7 坂本　　類 ｻｶﾓﾄ ﾙｲ 早稲田LSC  1:16.74 7 高橋　祥子 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ 三多摩LSC  1:55.34

8 田村　憲章 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 銚子LSC  1:19.06

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　　悛 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC    54.96 大会新 1 毛利　　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山SLSC  1:06.57 大会新

2 多田　創一 ﾀﾀﾞ ｿｳｲﾁ 玉川大学    58.41 2 水間　菜愉 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾕ 勝浦LSC  1:08.61

3 田中　裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 拓殖大学LSC    58.66 3 篠岡　桂子 ｼﾉｵｶ ｹｲｺ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ　CREST  1:09.76

4 大谷翔一郎 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 流通経済大学LSC    59.25 4 大渕真理子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 日本女子体育大学LSC  1:10.74

5 高橋　　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 和田浦LSC    59.62 5 名須川紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC  1:11.88

6 水上　　篤 ﾐｽﾞｶﾐ ｱﾂｼ 西浜SLSC  1:02.18 6 神村　美咲 ｶﾐﾑﾗ ﾐｻｷ 日本女子体育大学LSC  1:12.06

7 林　　　克 ﾊﾔｼ ｽｸﾞﾙ 鹿嶋LGT  1:02.73 7 田中亜由美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 日本体育大学LSC  1:14.48

8 井口　裕太 ｲｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 日本体育大学LSC  1:03.40 8 鎌田　　優 ｶﾏﾀ ﾕｳ 東京女子体育大学LSC  1:15.48
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第24回全日本ライフセービングプール選手権大会　　競技結果
2011年5月14日（土）～15日（日）　　於：古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 ToBiO（静岡県浜松市）

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　　悛 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC    58.36 日本新 1 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC  1:06.62 日本新

2 鈴木　陵平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 館山SLSC  1:00.00 2 水間　菜愉 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾕ 勝浦LSC  1:09.42

3 中村　公彦 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾋｺ 大竹SLSC  1:01.11 3 上村　真央 ｶﾐﾑﾗ ﾏｵ 拓殖大学LSC  1:10.33

4 中野　達也 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 日本体育大学LSC  1:01.37 4 田中亜由美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 日本体育大学LSC  1:11.74

5 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦LSC  1:01.54 5 槻田ちひろ ﾂｷﾀ ﾁﾋﾛ 日本体育大学LSC  1:12.20

6 林　　昌広 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 御宿LSC  1:02.02 6 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 日本体育大学LSC  1:12.24

7 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 日本大学SLSC  1:02.21 7 花岡　香那 ﾊﾅｵｶ ｶﾅ 館山SLSC  1:12.46

8 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学SLSC  1:02.25 8 望月　桃子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾓﾓｺ 日本体育大学LSC  1:12.56

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 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 拓殖大学LSC  2:28.82 1 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学SLSC  2:50.44

2 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜SLSC  2:29.09 2 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 日本体育大学LSC  2:52.51

3 林　　昌広 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 御宿LSC  2:35.37 3 花岡　香那 ﾊﾅｵｶ ｶﾅ 館山SLSC  2:55.83

4 中野　達也 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 日本体育大学LSC  2:37.27 4 上村　真央 ｶﾐﾑﾗ ﾏｵ 拓殖大学LSC  2:56.09

5 田山　俊介 ﾀﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 大竹SLSC  2:37.31 5 河崎　綾子 ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ　CREST  2:57.27

6 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学LSC  2:43.86 6 坂本佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 西浜SLSC  3:00.81

7 名須川開渡 ﾅｽｶﾜ ｶｲﾄ 日本大学SLSC  2:44.13 7 松澤みづほ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾂﾞﾎ 日本女子体育大学LSC  3:05.98

8 佐藤嶺太郎 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 銚子LSC  2:55.39 8 兼田明日佳 ｶﾈﾀﾞ ｱｽｶ 愛知LSC  3:07.34

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 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 柏崎LSC  1:50.67 1 日本体育大学LSC  2:04.77

2 日本大学SLSC  1:50.86 2 日本女子体育大学LSC  2:09.30

3 拓殖大学  1:52.12 3 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ　CREST  2:12.95

4 早稲田LSC  1:53.67 4 日本大学SLSC  2:13.17

5 日本体育大学LSC  1:54.66 5 勝浦LSC  2:13.24

6 大阪体育大学LSC  1:54.93 6 東京女子体育大学LSC  2:15.67

7 銚子LSC  1:55.50 7 館山SLSC  2:18.01

8 西浜SLSC  1:57.03 8 柏崎LSC  2:18.64

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 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 拓殖大学LSC  1:19.55 日本新 1 日本体育大学LSC  1:38.53 大会新

2 西浜SLSC  1:21.67 大会新 2 日本女子体育大学LSC  1:55.63

3 日本体育大学LSC  1:23.32 大会新 3 東京女子体育大学LSC  1:55.70

4 銚子LSC  1:24.75 大会新 4 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ　CREST  2:03.03

5 日本大学SLSC  1:26.43 5 大竹SLSC  2:18.85

6 流通経済大学LSC  1:34.20
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第24回全日本ライフセービングプール選手権大会　　競技結果
2011年5月14日（土）～15日（日）　　於：古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 ToBiO（静岡県浜松市）

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 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 日本大学SLSC  1:39.68 1 日本体育大学LSC  1:51.99 大会新

2 日本体育大学LSC  1:40.34 2 勝浦LSC  1:53.91

3 大阪体育大学LSC  1:40.42 3 日本女子体育大学LSC  1:58.60

4 流通経済大学LSC  1:41.30 4 日本大学SLSC  2:00.77

5 西浜SLSC  1:41.37 5 東京女子体育大学LSC  2:01.23

6 国士舘大学LSC  1:43.44 6 順天堂大学  2:01.71

7 柏崎LSC  1:45.51 7 大阪体育大学LSC  2:02.13

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 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 拓殖大学 13.22 1 日本体育大学LSC 14.94 大会新

2 日本体育大学LSC 13.23 2 大竹SLSC 23.61

3 西浜SLSC 14.11 3 東京女子体育大学LSC 24.30

4 順天堂大学 14.46 4 順天堂大学 30.39

5 湯河原LSC 14.76 5 下田LSC 37.40

6 鹿嶋LGT 16.29 6 勝浦LSC 41.69

7 流通経済大学LSC 26.14 7 西浜SLSC 43.84

8 玉川大学LSC 27.58

男女 ＳＥＲＣ

順位 チーム名 得点 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 西浜SLSC 108 1

2 大竹SLSC 99 2

3 日本女体大学 96 3

4 銚子LSC 79 4

4 流通経済大学LSC 79 5

6 日本体育大学LSC 73 6

6 勝浦LSC 73 7

8 成城学園LSC 70 8
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