
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 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 西浜SLSC  2:02.86 日本新 1 坂本佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 西浜SLSC  2:16.91 日本新

2 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学SLSC  2:05.80 2 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学  2:21.70

3 遠藤　　雅 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 柏崎LSC  2:06.51 3 河田　聖良 ｶﾜﾀﾞ ｾｲﾗ 館山SLSC  2:22.89

4 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 九十九里LSC  2:07.23 4 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南  2:25.44

5 金丸　大将 ｶﾈﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 早稲田大学LSC  2:11.08 5 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 早稲田大学LSC  2:26.45

6 高橋　洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 西浜SLSC  2:13.71 6 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 日本大学SLSC  2:27.05

7 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学  2:13.99 7 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 日本大学SLSC  2:27.09

8 廣重健太郎 ﾋﾛｼｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 波崎SLSC  2:14.08 8 古泉　祥乃 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾁﾉ 日本女体大学  2:29.15

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 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 館山SLSC 32.13 日本新 1 毛利　　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山SLSC 38.67

2 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学LSC 33.31 2 佐伯　芽維 ｻｴｷ ﾒｲ 白浜LSC 40.38

3 山本　晴基 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 館山SLSC 33.35 3 坂本佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 西浜SLSC 41.41

4 田村　憲章 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 銚子LC 33.50 4 名須川紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC 41.58

5 佐藤光太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 東海大学湘南 35.30 5 藤原　　梢 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｽﾞｴ 館山SLSC 43.43

6 楠本　慶明 ｸｽﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 勝浦LSC 35.60 6 勝俣　　閑 ｶﾂﾏﾀ ｼｽﾞｶ 西浜SLSC 44.51

7 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 拓殖大学LSC 35.68 7 宮川　梨奈 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾅ 日本大学SLSC 45.40

8 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 日本体育大学 36.40 8 原田　香菜 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅ 下田LSC 45.44

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 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 早稲田大学LSC  1:09.30 1 毛利　　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山SLSC  1:18.17 大会新

2 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 波崎SLSC  1:10.18 2 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学SLSC  1:19.35

3 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 西浜SLSC  1:10.19 3 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学  1:22.23

4 益子　進一 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 九十九里LSC  1:10.31 4 本城　里華 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｶ 日本体育大学  1:27.31

5 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 拓殖大学LSC  1:12.12 5 大渕真理子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 日本女体大学  1:29.47

6 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田LSC  1:12.73 6 仲　　麻利 ﾅｶ ﾏﾘ 玉川大学LSC  1:30.42

7 佐藤光太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 東海大学湘南  1:13.47 7 越中　万智 ｴｯﾁｭｳ ﾏﾁ 九十九里LSC  1:31.73

8 中島　　章 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ 新島LSC  1:14.52 8 田中　史織 ﾀﾅｶ ｼｵﾘ 日本体育大学  1:34.35

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 52.55 日本新 1 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC  1:07.94

2 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学SLSC 55.94 2 小林　夏実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 日本体育大学  1:08.42

3 楠本　慶明 ｸｽﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 勝浦LSC 56.46 3 速水　　愛 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱｲ 柏崎LSC  1:08.80

4 多田　創一 ﾀﾀﾞ ｿｳｲﾁ 玉川大学LSC 57.56 4 神村　美咲 ｶﾐﾑﾗ ﾐｻｷ 日本女体大学  1:09.79

5 高橋　　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 和田浦LSC 58.90 5 我妻　瑞穂 ｱｶﾞﾂﾏ ﾐｽﾞﾎ 東京女体大学  1:10.20

6 大谷翔一郎 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 流通経済大学 58.98 6 大塚　彩加 ｵｵﾂｶ ｱﾔｶ 東海大学湘南  1:12.56

7 牧口　航平 ﾏｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 柏崎LSC  1:00.20 7 高橋　愛海 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 西浜SLSC  1:14.02

8 園田　　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 流通経済大学  1:00.24 8 渡邊　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 日本体育大学  1:14.64
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第25回全日本ライフセービングプール選手権大会　　競技結果
2012年5月19日（土）～20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 鈴木　陵平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 館山SLSC 57.61 日本新 1 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC  1:05.80 日本新

2 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜SLSC 59.02 2 名須川紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC  1:08.65

3 中野　達矢 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 日本体育大学 59.18 3 高橋　愛海 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 西浜SLSC  1:09.23

4 中村　公彦 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾋｺ 大竹SLSC 59.68 4 佐藤　亜耶 ｻﾄｳ ｱﾔ 日本体育大学  1:10.38

5 小出　大祐 ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京消防庁LSC  1:00.73 5 髙橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 柏崎LSC  1:11.26

6 小林　　海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾉ 西浜SLSC  1:01.79 6 原田　香菜 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅ 下田LSC  1:11.31

7 深井　俊光 ﾌｶｲ ﾄｼﾐﾂ 湯河原LSC  1:01.96 7 上村　真央 ｶﾐﾑﾗ ﾏｵ 御宿LSC  1:11.45

8 荒井　洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 西浜SLSC  1:02.05 8 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南  1:12.06

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 館山SLSC  2:24.00 日本新 1 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学SLSC  2:39.21 大会新

2 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 早稲田大学LSC  2:28.40 2 佐伯　芽維 ｻｴｷ ﾒｲ 白浜LSC  2:40.98 大会新

3 伊藤　俊輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 館山SLSC  2:29.95 3 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 日本体育大学  2:48.03

4 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜SLSC  2:32.24 4 江部愛理菜 ｴﾍﾞ ｴﾘﾅ 日本体育大学  2:51.11

5 林　　昌広 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 御宿LSC  2:34.92 5 山口　夏未 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 日本体育大学  2:59.29

6 瀧川　隆史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 東海大学湘南  2:38.91 6 田村　　理 ﾀﾑﾗ ｱﾔ 日本女体大学  3:01.05

7 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学  2:39.06 7 大渕真理子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 日本女体大学  3:01.14

8 西條　友昭 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓｱｷ 順天堂大学LSC  2:46.35 8 小出　絵未 ｺｲﾃﾞ ｴﾐ 東京女体大学  3:01.41

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SLSC 菊地　　光・田家　友也・矢内　健斗・深澤　宏理  1:46.76 大会新 1 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏSLSC 毛利　　邦・藤原　　梢・毛利ジュン・河田　聖良  2:04.31

2 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏSLSC 山本　晴基・鈴木　陵平・富澤　泰介・清水　雅也  1:46.80 大会新 2 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ 栗真　千里・宮田　沙依・小林　夏実・山口　夏未  2:04.34

3 波崎SLSC ﾊｻｷSLSC 葺本　康隆・森田　一輝・長井　隆昌・廣重健太郎  1:48.28 3 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸSLSC 内藤由里恵・清水　友紀・宮川　梨奈・三井結里花  2:06.36

4 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏSLSC 上野　　凌・前田　健輔・高橋　洋平・長竹　康介  1:49.23 4 日本女体大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 情野　　望・田村　　理・大渕真理子・古泉　祥乃  2:09.73

5 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ 松竹　賢太・坂本　　陸・中野　達矢・鈴木　健一  1:50.88 5 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏSLSC 勝俣　　閑・高橋　愛海・松崎みづき・坂本佳凪子  2:10.55

6 柏崎LSC ｶｼﾜｻﾞｷLSC 大野　翔平・田中　　光・外山　英俊・遠藤　　雅  1:52.66 6 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ 平野　夏実・竹内　梨夏・青海　佳奈・大塚　彩加  2:11.91

7 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸLSC 市川　智貴・金丸　大将・小川原　亮・加藤　　凌  1:52.69 7 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸLSC 大山　玲奈・中武　美穂・山下　歩夢・竹内　芽衣  2:13.07

8 勝浦LSC ｶﾂｳﾗLSC 楠本　慶明・岡田　優樹・亀ノ上僚仁・篠田　智哉  1:54.32 8 東京女体大学 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀ 中山　　楓・犬島　未歩・小出　絵未・我妻　瑞穂  2:16.40

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 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏSLSC 山本　晴基・鈴木　陵平・伊藤　俊輔・清水　雅也  1:17.39 日本新 1 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸSLSC 内藤由里恵・宮川　梨奈・清水　友紀・三井結里花  1:38.21 大会新

2 東京消防庁LSC ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳ 落合　慶二・菊地　　太・小出　大祐・本多　辰也  1:30.18 2 日本女体大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 情野　　望・中野　美紅・大渕真理子・古泉　祥乃  1:53.58

3 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ 園田　　俊・大出　　旭・岡田　弘毅・難波　優介  1:33.43 3 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ 跡辺　千香・手塚　美穂・清宮　早紀・藤平　弘子  1:56.24

4 下田LSC ｼﾓﾀﾞLSC 菅沼　寛也・下平　亮輔・山口　智史・吉田　慎吾  1:42.79 4 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸLSC 大山　玲奈・山下　歩夢・中武　美穂・竹内　芽衣  1:56.71

5 成城学園LSC ｾｲｼﾞｮｳｶﾞｸｴﾝLSC 佐野　太郎・赤尾翔一郎・田村　勇樹・平野　雄大  1:54.92 5 東京女体大学 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀ 犬島　未歩・我妻　瑞穂・小出　絵未・信常公智香  1:58.30

6 下田LSC ｼﾓﾀﾞLSC 原田　香菜・小松崎あゆみ・宮原　千明・重森　香奈  1:58.67

7 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ 平野　夏実・竹内　梨夏・青海　佳奈・大塚　彩加  1:59.09

8 銚子LC ﾁｮｳｼLC 下川美智子・櫻井亜矢子・奥井里衣子・西盛　光希  2:07.27
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第25回全日本ライフセービングプール選手権大会　　競技結果
2012年5月19日（土）～20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 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏSLSC 滝田　陽至・清水　雅也・伊藤　俊輔・鈴木　陵平  1:38.12 1 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ 山口　夏未・宮田　沙依・栗真　千里・小林　夏実  1:51.62 大会新

2 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸSLSC 深澤　宏理・菊地　　光・矢内　健斗・岡田　　悟  1:38.59 2 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏSLSC 上野　真凛・高橋　愛海・皆川　綾菜・坂本佳凪子  1:53.63

3 東京消防庁LSC ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳ 平野　修也・小出　大祐・落合　慶二・菊地　　太  1:38.97 3 日本大学SLSC ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸSLSC 清水　友紀・柘植　翔子・内藤由里恵・三井結里花  1:54.31

4 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘLSC 益子　進一・清水　雄山・石川　直人・名須川開渡  1:40.74 4 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏSLSC 河田　聖良・毛利ジュン・藤原　　梢・毛利　　邦  1:55.76

5 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ 佐藤光太朗・井上　祐介・瀧川　隆史・木原　拓己  1:41.73 5 日本女体大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 情野　　望・田村　　理・大渕真理子・古泉　祥乃  1:56.48

6 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ 大河原悠希・大谷翔一郎・園田　　俊・横川　翔太  1:43.98 6 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ 青海　佳奈・大塚　彩加・平野　夏実・竹内　梨夏  1:59.49

7 柏崎LSC ｶｼﾜｻﾞｷLSC 壁下　智美・速水　　愛・前川　桂穂・髙橋　志穂  2:04.51

8 下田LSC ｼﾓﾀﾞLSC 重森　香奈・原田　香菜・宮原　千明・小松崎あゆみ  2:04.57

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 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ 難波　優介・大河原悠希 12.22 1 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅ 大塚　彩加・竹内　梨夏 15.58

2 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ 吉岡　才智・鈴木　健一 13.39 2 国士舘大学LSC ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 林　亜由美・飯島麻紀子 20.19

3 玉川大学LSC ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸLSC 多田　創一・鳥海　翔矢 13.93 3 早稲田大学LSC ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸLSC 笹栗　志穂・竹内　芽衣 20.92

4 新島LSC ﾆｲｼﾞﾏLSC 須藤竜乃介・中島　　章 14.24 4 拓殖大学LSC ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸLSC 八幡佳央里・佐久田　結 21.47

5 明治大学SLSC ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸSLSC 高橋　慧悟・馬場　祐樹 16.54 5 大竹SLSC ｵｵﾀｹSLSC 松本　祐香・松山　惠香 22.64

6 帝京大学LSC ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸLSC 原　　琢介・種村　郁哉 19.93 6 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏSLSC 勝俣　　閑・上野　真凛 27.41

7 バディ冒険団 ﾊﾞﾃﾞｨﾎﾞｳｹﾝﾀﾞﾝ 永石　哲朗・森野　友也 20.16 7 勝浦LSC ｶﾂｳﾗLSC 岩井　奈穂・川島　智子 33.78

8 成蹊大学LSC ｾｲｹｲﾀﾞｲｶﾞｸLSC 河邉　　涼・久木田友樹 20.51 8 帝京大学LSC ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸLSC 菅根　千恵・上木　榛奈 38.31

男女 ＳＥＲＣ

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

1 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏSLSC 植木　将人・長竹　康介・小林　　海・皆川　綾菜 222 1

2 東京消防庁LSC ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳ 本多　辰也・菊地　　太・落合　慶二・小出　大祐 201 2

3 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶ 難波　優介・園田　　俊・安達　和也・大谷翔一郎 192 3

4 下田LSC ｼﾓﾀﾞLSC 重森　香奈・牧野孝二郎・菅沼　寛也・小松崎あゆみ 188 4

4 日本女体大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 中野　美紅・田村　　理・小串　悠夏・田原ありい 184 5

6 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ 山隈　勇輝・中野　達矢・佐藤　良太・宮田　沙依 179 6

6 銚子LC ﾁｮｳｼLC 古金　源太・田中　　翔・志賀　政哉・下川美智子 177 7

8 和田浦LSC ﾜﾀﾞｳﾗLSC 草柳　尚志・高橋　　徹・小山浩一郎・久保美沙代 169 8
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チーム名 得点

1 館山SLSC 98

2 西浜SLSC 85

3 日本体育大学LSC 83

4 日本大学SLSC 71

5 早稲田大学LSC 38

6 東海大学湘南校舎LSC 38

7 流通経済大学LSC 37

8 日本女子体育大学LSC 35

9 勝浦LSC 28

10 東京消防庁LSC 24

11 柏崎LSC 23

12 下田LSC 21

13 拓殖大学LSC 18

14 九十九里LSC 17

15 白浜LSC 14

16 波崎SLSC 14

17 玉川大学LSC 14

18 東京女子体育大学LSC 10

19 大竹SLSC 9

20 銚子LSC 8

21 国士舘大学LSC 7

22 新島LSC 6
23 和田浦LSC 5
24 成城学園LSC 4
25 明治大学SLSC 4
26 順天堂大学LSC 1
27 愛知LSC 0
27 青山学院大学SLSC 0
27 大洗SLSC 0
27 大阪体育大学LSC 0
27 三多摩LSC 0
27 昭和第一学園高等学校LSC 0
27 専修大学SLSC 0
27 東海大学清水校舎LSC 0
27 法政大学SLSC 0

第２５回全日本ライフセービングプール競技選手権大会

総合結果


