
2009年　6月　6日、7日 於　白浜大浜海岸（静岡県下田市）

－－－－個人種目個人種目個人種目個人種目－－－－
ビーチフラッグスビーチフラッグスビーチフラッグスビーチフラッグス

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1111 遊佐遊佐遊佐遊佐　　　　雅美雅美雅美雅美 西浜西浜西浜西浜SLSCSLSCSLSCSLSC 1111 本多本多本多本多　　　　辰也辰也辰也辰也 東京消防庁東京消防庁東京消防庁東京消防庁LSCLSCLSCLSC

2222 神戸神戸神戸神戸　　　　友美友美友美友美 東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学LSCLSCLSCLSC 2222 植木植木植木植木　　　　将人将人将人将人 西浜西浜西浜西浜SLSCSLSCSLSCSLSC

3333 荒木荒木荒木荒木　　　　麻佑麻佑麻佑麻佑 大阪体育大学大阪体育大学大阪体育大学大阪体育大学LSCLSCLSCLSC 3333 高木高木高木高木　　　　幹生幹生幹生幹生 勝浦勝浦勝浦勝浦LSCLSCLSCLSC

4 藤浪　優希 勝浦LSC 4 小出  大祐 日本体育大学LSC

5 黒川　麻衣子 順天堂大学LSC 5 北矢　宗志 西浜SLSC

6 秋川　知恵子 大洗SLSC 6 　石井　大樹 日本大学SLSC

7 小川  侑子 日本体育大学LSC 7 石井　克磨 東海大学湘南校舎LSC CREST

8 渡嘉敷　萌 順天堂大学LSC

ビーチスプリントビーチスプリントビーチスプリントビーチスプリント

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1111 遊佐遊佐遊佐遊佐　　　　雅美雅美雅美雅美 西浜西浜西浜西浜SLSCSLSCSLSCSLSC 1111 本多本多本多本多　　　　辰也辰也辰也辰也 東京消防庁東京消防庁東京消防庁東京消防庁LSCLSCLSCLSC

2222 神戸神戸神戸神戸　　　　友美友美友美友美 東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学LSCLSCLSCLSC 2222 北矢北矢北矢北矢　　　　宗志宗志宗志宗志 西浜西浜西浜西浜SLSCSLSCSLSCSLSC

3333 細野  有紀細野  有紀細野  有紀細野  有紀 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学LSCLSCLSCLSC 3333 高村  快人高村  快人高村  快人高村  快人 法政大学法政大学法政大学法政大学SLSCSLSCSLSCSLSC

4 渡辺　夏海 土肥LSC 4 森谷  絢太 日本体育大学LSC

5 髙橋　沙恵 順天堂大学LSC 5 佐藤　純 勝浦LSC

6 藤浪　優希 勝浦LSC 6 大塚  竜馬 日本体育大学LSC

7 高見澤　春香 今井浜SLSC 7 植木　将人 西浜SLSC

8 小野　英理子 杏林大学LSC 8 三嶋　唯之 銚子LSC

2222kmkmkmkmビーチランビーチランビーチランビーチラン

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1111 佐佐佐佐々々々々木  聡美木  聡美木  聡美木  聡美 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学LSCLSCLSCLSC 1111 小出  大祐小出  大祐小出  大祐小出  大祐 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学LSCLSCLSCLSC

2222 松山松山松山松山　　　　梨紗梨紗梨紗梨紗 東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学LSCLSCLSCLSC 2222 本田本田本田本田　　　　吉紀吉紀吉紀吉紀 茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎SLSCSLSCSLSCSLSC

3333 國武  國武  國武  國武  あかねあかねあかねあかね 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学LSCLSCLSCLSC 3333 高瀬高瀬高瀬高瀬　　　　快快快快 拓殖大学拓殖大学拓殖大学拓殖大学LSCLSCLSCLSC

4 高見澤　春香 今井浜SLSC 4 小出　洋平 勝浦LSC

5 土岐　百合子 大阪LSC 5 齋藤　勝茂 国士舘大学LSC

6 荻野　有子 成城学園LSC 6 落合　慶二 東京消防庁LSC

7 岩間　恵里 大竹SLSC 7 稲垣　宏 湯河原LSC

8 池田　江里菜 日本女子体育大学LSC 8 長谷川  公平 日本体育大学LSC

サーフレースサーフレースサーフレースサーフレース

順位 選手名 所属 順位 選手名選手名選手名選手名 所属
1111 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　彩香彩香彩香彩香 九十九里九十九里九十九里九十九里LSCLSCLSCLSC 1111 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　俊輔俊輔俊輔俊輔 館山館山館山館山SLSCSLSCSLSCSLSC

2222 植松植松植松植松　　　　知奈津知奈津知奈津知奈津 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学LSCLSCLSCLSC 2222 井口井口井口井口　　　　明彦明彦明彦明彦 日本大学日本大学日本大学日本大学SLSCSLSCSLSCSLSC

3333 花岡花岡花岡花岡　　　　香那香那香那香那 館山館山館山館山SLSCSLSCSLSCSLSC 3333 三木三木三木三木　　　　翔平翔平翔平翔平 湯河原湯河原湯河原湯河原LSCLSCLSCLSC

4 工藤知佳 日本体育大学LSC 4 青野　武士 茅ヶ崎SLSC

5 毛利　邦 館山SLSC 5 鈴木　敦士 東京消防庁LSC

6 加藤　みづき 東京女子体育大学LSC 6 田中　宏治 銚子LSC

7 森山　瞳 波崎SLSC 7 益子　進一 日本大学SLSC

8 下山愛由 日本体育大学LSC 8 西山　俊 東海大学湘南校舎LSC CREST

ボードレースボードレースボードレースボードレース

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1111 勝俣勝俣勝俣勝俣　　　　閑閑閑閑 西浜西浜西浜西浜SLSCSLSCSLSCSLSC 1111 金子金子金子金子　　　　悟悟悟悟 下田下田下田下田LSCLSCLSCLSC

2222 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　彩香彩香彩香彩香 九十九里九十九里九十九里九十九里LSCLSCLSCLSC 2222 青木青木青木青木　　　　将展将展将展将展 湯河原湯河原湯河原湯河原LSCLSCLSCLSC

3333 小松崎小松崎小松崎小松崎　　　　あゆみあゆみあゆみあゆみ 東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学LSCLSCLSCLSC 3333 西山西山西山西山　　　　俊俊俊俊 東海大学湘南校舎東海大学湘南校舎東海大学湘南校舎東海大学湘南校舎LSC CRESTLSC CRESTLSC CRESTLSC CREST

4 田中  翠 法政大学SLSC 4 長竹　康介 西浜SLSC

5 三木　玲奈 湯河原LSC 5 井口　明彦 日本大学SLSC

6  　鈴木 ひとみ 下田LSC 6 落合　慶二 東京消防庁LSC

7 原田　香菜 日本女子体育大学LSC 7 菅沼  寛也 法政大学SLSC

8 　菊池　藍 下田LSC 8 小出  大祐 日本体育大学LSC

サーフスキーレースサーフスキーレースサーフスキーレースサーフスキーレース

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1111 　 　 　 　 岡野岡野岡野岡野　　　　彩彩彩彩 下田下田下田下田LSCLSCLSCLSC 1111 松沢松沢松沢松沢　　　　斉斉斉斉 下田下田下田下田LSCLSCLSCLSC

2222 須田須田須田須田　　　　好美好美好美好美 柏崎柏崎柏崎柏崎LSCLSCLSCLSC 2222 内田内田内田内田　　　　直人直人直人直人 辻堂辻堂辻堂辻堂LSCLSCLSCLSC

3333 星野星野星野星野　　　　有美有美有美有美 用宗用宗用宗用宗LSCLSCLSCLSC 3333  池脇 良 池脇 良 池脇 良 池脇 良 下田下田下田下田LSCLSCLSCLSC

4 伊藤　彩香 九十九里LSC 4 飯沼　誠司 館山SLSC

5 新山　真以 西浜SLSC 5 山口　智史 下田LSC

6 尾田　依津子 神戸LSC 6 堀部　雄大 二宮LSC

7 鈴木  江利子 法政大学SLSC 7 菊地　太 東京消防庁LSC

8 佐々木　靖子 和田浦LSC 8 草柳　尚志 和田浦LSC

オーシャンウーマンオーシャンウーマンオーシャンウーマンオーシャンウーマン////オーシャンマンレースオーシャンマンレースオーシャンマンレースオーシャンマンレース

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1111 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　彩香彩香彩香彩香 九十九里九十九里九十九里九十九里LSCLSCLSCLSC 1111 長竹長竹長竹長竹　　　　康介康介康介康介 西浜西浜西浜西浜SLSCSLSCSLSCSLSC

2222 植松植松植松植松　　　　知奈津知奈津知奈津知奈津 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学LSCLSCLSCLSC 2222 林林林林　　　　昌広昌広昌広昌広 湯河原湯河原湯河原湯河原LSCLSCLSCLSC

3333 小松崎小松崎小松崎小松崎　　　　あゆみあゆみあゆみあゆみ 東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学LSCLSCLSCLSC 3333 西山西山西山西山　　　　俊俊俊俊 東海大学湘南校舎東海大学湘南校舎東海大学湘南校舎東海大学湘南校舎LSC CRESTLSC CRESTLSC CRESTLSC CREST

4  　鈴木 ひとみ 下田LSC 4 井口　明彦 日本大学SLSC

5 京谷　真有 西浜SLSC 5 三木　翔平 湯河原LSC

6 　 岡野　彩 下田LSC 6 寺村　泰介 大竹SLSC

7 塚根　哉 白浜LSC 7 落合　慶二 東京消防庁LSC

8 田神　梨絵 熱川LSC 8 篠田　智哉 勝浦LSC

－－－－団体種目団体種目団体種目団体種目－－－－
オーシャンウーマンリレーオーシャンウーマンリレーオーシャンウーマンリレーオーシャンウーマンリレー オーシャンマンリレーオーシャンマンリレーオーシャンマンリレーオーシャンマンリレー

順位 順位

1111 1111

2222 2222

3333 3333

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 九十九里LSC

女子 男子

女子 男子

下田LSC

銚子LSC

国士舘大学LSC

日本大学SLSC

館山館山館山館山SLSCSLSCSLSCSLSC

東京消防庁東京消防庁東京消防庁東京消防庁LSCLSCLSCLSC

勝浦勝浦勝浦勝浦LSCLSCLSCLSC

日本体育大学LSC

九十九里LSC

館山SLSC

順天堂大学LSC

下田下田下田下田LSCLSCLSCLSC

西浜西浜西浜西浜SLSCSLSCSLSCSLSC

東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学東京女子体育大学LSCLSCLSCLSC

勝浦LSC

男子

女子 男子

女子 男子

チーム名 チーム名

第22回全日本ライフセービング種目別選手権大会

女子 男子

女子 男子

女子


