
【競技結果】チーム・特別種目

レスキューチューブレスキュー 女子

順位 チーム名 備考

1 波崎SLSC
大山　玲奈 田中　舞 大井　麻生 丸山　みどり

2 九十九里LSC
成澤　侑花 三井　結里花 柿澤　明日香 岩井　杏由里

3 鹿嶋LGT
小田　眞木子 高柴　瑠衣 石塚　玲奈 緒方　菊乃

4 日本体育大学LSC
井熊　理子 坂本　佳凪子 東　理沙 鈴木　理乃

5 銚子LC
鈴木　悠花 津川　茉由子 櫻井　亜矢子 金子　真優

6 柏崎LSC
前川　紗槻 高橋　志穂 伊藤　さゆみ 下條　なつみ

7 勝浦LSC
丹羽　久美 水間　菜登 但野　安菜 大井　美波海

8 下田LSC
山口　茜 澁谷　祐未 菅野　彩花 杉浦　彩

レスキューチューブレスキュー 男子

順位 チーム名 備考

1 西浜SLSC
廣田　諒 上野　凌 石川　修平 伊藤　光宏

2 日本体育大学LSC
幡野　圭祐 宮腰　太輔 小椋　隆継 玉井　颯

3 波崎SLSC
葺本　康隆 榊原　司 田中　拓耶 大谷　俊樹

4 湯河原LSC
西條　友昭 西山　俊 山下　智也 田島　亮

5 下田LSC
渡邉　孝之 菅沼　寛也 佐藤　克聡 古栃　喜作

6 大阪体育大学LSC
大野　悟 藤森　佑輝 中村　仁貴 谷本　侑也

7 新島LSC
園田　俊 黒江　良之 木塚　孝夫 横川　翔太

8 勝浦LSC
永石　哲朗 寒澤　亮太 堀江　星冴 中村　誠
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ボードレスキュー 女子

順位 チーム名 備考

1 勝浦LSC
丹羽　久美 水間　菜登

2 西浜SLSC
上野　真凛 上村　真央

3 Team Oceanperf
Emmanuelle Becheron Johanna Harel

3 下田LSC
山口　茜 原田　香菜

4 銚子LC
栗真　千里 河崎　尚子

5 日本体育大学LSC
井熊　理子 飯田　亜実

6 波崎SLSC
大山　玲奈 山口　智可

7 茅ヶ崎SLSC
名須川　茉莉乃 名須川　紗綾

ボードレスキュー 男子

順位 チーム名 備考

1 波崎SLSC
榊原　司 牛越　智

2 館山SLSC
伊藤　俊輔 堀部　雄大

3 湯河原LSC
西山　俊 青木　将展

4 東京消防庁LSC
小出　大祐 忠　潤基

5 西浜SLSC
長竹　康介 荒井　洋佑

6 下田LSC
塩島　翼 山本　雄大

7 銚子LC
田中　翔 岡部　直人

8 九十九里LSC
江藤　亜門 永井　聡
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ビーチリレー 女子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学LSC
原　未稀 大西　まりの 石塚　円香 長野　文音

2 新島LSC
川崎　汐美 柳　遥夏 小形　梨沙 金坂　佳瑛

3 勝浦LSC
但野　安菜 水間　菜登 大井　美波海 丹羽　久美

4 西伊豆LSC
藤野　千秋 高橋　わかな 堀田　莉沙 都丸　優衣

5 九十九里LSC
外山　麻衣 渡邉　美咲 岩井　杏由里 甲斐　夏美

6 大阪体育大学LSC
諸麦　美咲 久米　沙苗 樋口　友理恵 柴田　夏希

7 今井浜SLSC
鮒藻　美穂 小林　瑛華 福村　理恵 鈴木　結衣

8 館山SLSC
深作　萌 根岸　春果 高山　萌々 藤原　梢

ビーチリレー 男子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学LSC
小椋　隆継 玉井　颯 西山　晃祐 七海　元紀

2 西伊豆LSC
平紙　慎也 石田　蒼一郎 小檜山　勇人 寺尾　匡人

3 西浜SLSC
小田切　伸矢 伊藤　幹生丸 植木　将人 北矢　宗志

4 下田LSC
黒田　晃暢 高田　和輝 阿久津　圭祐 久　源太

5 式根島LSC
和田　賢一 上遠野　元太 吉澤　康平 長嶋　光貴

6 勝浦LSC
平本　大典 川合　大介 澤田　芳岐 堀江　星冴

7 昭和第一学園高等学校LSC

中村　冠 大沢　伸一 市川　巧基 吉川　喬哉

8 東京消防庁LSC
小出　大祐 沖野　淳平 本多　辰也 忠　潤基
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