
2011年　6月　4日、5日 於　下田白浜大浜海岸（静岡県下田市）

－個人種目－
サーフレース

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1 清水　雅也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 拓殖大学ライフセービングクラブ 1 毛利　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山サーフライフセービングクラブ

2 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ 2 坂本　佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 西浜サーフライフセービングクラブ

3 鈴木　陵平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 館山サーフライフセービングクラブ 3 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学ライフセービングクラブ

4 菊地　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学サーフライフセービングクラブ 4 越中　万智 ｴｯﾁｭｳ ﾏﾁ 九十九里ライフセービングクラブ

5 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 神奈川大学ライフセービングクラブ 5 古泉　祥乃 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾁﾉ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ

6 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学ライフセービングクラブ 6 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学サーフライフセービングクラブ

7 遠藤　望 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 柏崎ライフセービングクラブ 7 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦ライフセービングクラブ

8 伊藤　俊輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 館山サーフライフセービングクラブ 8 張間　優 ﾊﾘﾏ ﾕｳ 順天堂大学ライフセービングクラブ

サーフスキーレース

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1 松沢　斉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 下田ライフセービングクラブ 1 森山　瞳 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ 波崎サーフライフセービングクラブ

2 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜サーフライフセービングクラブ 2 小松崎　あゆみ ｺﾏﾂｻﾞｷ ｱﾕﾐ 下田ライフセービングクラブ

3 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦ライフセービングクラブ 3 猪又　美佳 ｲﾉﾏﾀ ﾐｶ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

4 後関　裕輔 ｺﾞｾｷ ﾕｳｽｹ 東京消防庁ライフセービングクラブ 4 伊藤　みつる ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 勝浦ライフセービングクラブ

5 池脇　良 ｲｹﾜｷ ﾘｮｳ 下田ライフセービングクラブ 5 堀内　敦子 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｺ 下田ライフセービングクラブ

6 鈴木　祐輔 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 湯河原ライフセービングクラブ 6 星野　有美 ﾎｼﾉ ﾕﾐ 用宗ライフセービングクラブ

7 出木谷　啓太 ﾃﾞｷﾔ ｹｲﾀ 九十九里ライフセービングクラブ 7 久保　美沙代 ｸﾎﾞ ﾐｻﾖ 和田浦ライフセービングクラブ

8 落合　慶二 ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 東京消防庁ライフセービングクラブ 8 藤井　香織 ﾌｼﾞｲ ｶｵﾘ 横浜海の公園ライフセービングクラブ

ボードレース

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1 荒井　洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 西浜サーフライフセービングクラブ 1 水間　菜登 ﾐｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦ライフセービングクラブ

2 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜サーフライフセービングクラブ 2 森山　瞳 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ 波崎サーフライフセービングクラブ

3 小出　大祐 ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京消防庁ライフセービングクラブ 3 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

4 落合　慶二 ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 東京消防庁ライフセービングクラブ 4 坂本　佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 西浜サーフライフセービングクラブ

5 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ 5 田中　亜由美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 日本体育大学ライフセービングクラブ

6 坂本　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 西浜サーフライフセービングクラブ 6 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

7 小林　海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾉ 西浜サーフライフセービングクラブ 7 及川　舞 ｵｲｶﾜ ﾏｲ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ

8 田島　亮 ﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳ 法政大学サーフライフセービングクラブ 8 河本　桂奈 ｶﾜﾓﾄ ｹｲﾅ 成城学園ライフセービング部

オーシャンマン オーシャンウーマン

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ 1 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

2 落合　慶二 ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 東京消防庁ライフセービングクラブ 2 森山　瞳 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ 波崎サーフライフセービングクラブ

3 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜サーフライフセービングクラブ 3 上村　真央 ｶﾐﾑﾗ ﾏｵ 拓殖大学ライフセービングクラブ

4 三木　翔平 ﾐｷ ｼｮｳﾍｲ 神奈川大学ライフセービングクラブ 4 藤井　香織 ﾌｼﾞｲ ｶｵﾘ 横浜海の公園ライフセービングクラブ

5 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田ライフセービングクラブ 5 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学ライフセービングクラブ

6 下平　亮輔 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｽｹ 成城学園ライフセービング部 6 毛利　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山サーフライフセービングクラブ

7 相島　千尋 ｱｲｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 波崎サーフライフセービングクラブ 7 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

8 加藤　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 早稲田ライフセービングクラブ 8 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 日本体育大学ライフセービングクラブ

ビーチフラッグス

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1 植木　将人 ｳｴｷ ﾏｻﾄ 西浜サーフライフセービングクラブ 1 藤原　梢 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｽﾞｴ 館山サーフライフセービングクラブ

2 北矢　宗志 ｷﾀﾔ ﾓﾄｼ 西浜サーフライフセービングクラブ 2 秋川　知恵子 ｱｷｶﾜ ﾁｴｺ 大洗サーフライフセービングクラブ

3 田中　翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 勝浦ライフセービングクラブ 3 藤浪　優希 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳｷ 勝浦ライフセービングクラブ

4 小田切　伸矢 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾝﾔ 西浜サーフライフセービングクラブ 4 小室　亜希 ｺﾑﾛ ｱｷ スポーツプレックスライフセービングクラブ

5 安達　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 流通経済大学ライフセービングクラブ 5 桜井　亜矢子 ｻｸﾗｲ ｱﾔｺ 銚子ライフセービングクラブ

6 竹澤　康輝 ﾀｹｻﾞﾜ ｺｳｷ 勝浦ライフセービングクラブ 6 渡辺　夏海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂﾐ 土肥ライフセービングクラブ

7 沖野　淳平 ｵｷﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 日本体育大学ライフセービングクラブ 7 田中　和 ﾀﾅｶ  ﾉﾄﾞｶ 横浜海の公園ライフセービングクラブ

8 高宮　啓司 ﾀｶﾐﾔ ｹｲｼﾞ 東京消防庁ライフセービングクラブ 8 池田　愛美 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾐ 東京女子体育大学ライフセービングクラブ

2kmビーチラン

順位 選手名 所属 順位 選手名 所属
1 浅見　泰希 ｱｻﾐ ﾋﾛｷ 東京消防庁ライフセービングクラブ 1 松山　梨紗 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｻ 東京女子体育大学ライフセービングクラブ

2 神戸　浩樹 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛｷ 日本体育大学ライフセービングクラブ 2 河本　桂奈 ｶﾜﾓﾄ ｹｲﾅ 成城学園ライフセービング部

3 新　涼太 ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳﾀ 明治サーフライフセービングクラブ 3 鈴木　さゆり ｽｽﾞｷ ｻﾕﾘ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ

4 橋本　憲治 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 式根島ライフセービングクラブ 4 小林　亜美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 順天堂大学ライフセービングクラブ

5 笹本　和人 ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 法政大学サーフライフセービングクラブ 5 仲野　亜紗子 ﾅｶﾉ ｱｻｺ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ

6 6 荻野　有子 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｺ 下田ライフセービングクラブ

7 7 小野　英理子 ｵﾉ ｴﾘｺ 銚子ライフセービングクラブ

8 8 馬場　美咲季 ﾊﾞﾊﾞ ﾐｻｷ 勝浦ライフセービングクラブ

[ チーム種目  ] 
オーシャンマンリレー オーシャンウーマンリレー

順位 順位
下田ライフセービングクラブ 勝浦ライフセービングクラブ
新井　正徳 松沢　斉 小林　孝一郎 加賀田　哲也 水間　菜愉 伊藤　みつる 水間　菜登 藤浪　優希
西浜サーフライフセービングクラブ 西浜サーフライフセービングクラブ
荒井　洋佑 長竹　康介 坂本　陸 北矢　宗志 坂本　佳凪子 今井　恵子 皆川　綾菜 神戸　友美
勝浦ライフセービングクラブ 日本体育大学ライフセービングクラブ
加藤　拓馬 篠田　智哉 楠本　慶明 中村　誠 田中　亜由美 宮田　沙依 山口　夏未 栗真　千里
東京消防庁ライフセービングクラブ 下田ライフセービングクラブ
小出　大祐 後関　裕輔 落合　慶二 高宮　啓司 小松崎　あゆみ 堀内　敦子 荻野　有子 宮原　千明
日本体育大学ライフセービングクラブ 館山サーフライフセービングクラブ
澤田　翼 小山　浩一郎 中野　達矢 井口　裕太 間藤　里絵 堤　容子 毛利　邦 藤原　梢
国士舘大学ライフセービングクラブ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ
小山　大志 野林　宏輝 杉山　朊大 高岡　洋介 及川　舞 松浦　由依 古泉　祥乃 金坂　佳瑛
館山サーフライフセービングクラブ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ
伊藤　俊輔 佐藤　和伯 鈴木　陵平 伊藤　孝彦 大塚　彩加 河崎　綾子 篠岡　桂子 青海　佳奈
銚子ライフセービングクラブ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ
浅見　雄一郎 田村　憲章 田中　翔 三嶋　唯之 名須川　紗綾 猪又　美佳 下里　彩佳 三浦　梨奈
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