
決勝

1. 女子

順位 競技者名 チーム名

1 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里LSC

2 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田LSC

3 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 銚子LC

4 成澤　侑花 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｶ 日本大学SLSC

5 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 日本女子体育大学LSC

6 上野　真凜 ｳｴﾉ ﾏﾘﾝ 西浜SLSC

7 田村　実絵 ﾀﾑﾗ ﾐｴ 日本女子体育大学LSC

8 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 日本女子体育大学LSC

サーフレース

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

2. 男子

順位 競技者名 チーム名

1 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC

2 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 日本大学SLSC

3 伊藤　俊輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 館山SLSC

4 小松　海登 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 法政大学SLSC

5 堀内　敦貴 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ 銚子LC

6 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

7 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田LSC

8 粂川　拓海 ｸﾒｶﾜ ﾀｸﾐ 法政大学SLSC

サーフレース

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

3. 女子

順位 競技者名 チーム名

1 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田LSC

2 久保　美沙代 ｸﾎﾞ ﾐｻﾖ 和田浦LSC

3 古川　萌子 ﾌﾙｶﾜ ﾓｴｺ 大竹SLSC

4 青木　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原LSC

5 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ｹ崎SLSC

6 高橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 柏崎LSC

7 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里LSC

8 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 銚子LC

サーフスキーレース

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

4. 男子

順位 競技者名 チーム名

1 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

2 堀部　雄大 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 館山SLSC

3 落合　慶二 ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 東京消防庁LSC

4 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜SLSC

5 河西　亮佑 ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 西浜SLSC

6 出木谷　啓太 ﾃﾞｷﾔ ｹｲﾀ 九十九里LSC

7 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦LSC

8 牛越　智 ｳｼｺｼ ｻﾄｼ 波崎SLSC

サーフスキーレース

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

5. 女子

順位 競技者名 チーム名

1 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里LSC

2 白鳥　紗貴 ｼﾗﾄﾘ ｻｷ 青山学院大学LSC

3 我妻　菜登 ｱｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC

4 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ｹ崎SLSC

5 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田LSC

6 一原　枝厘花 ｲﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 東海大学湘南校舎LSC

7 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 日本女子体育大学LSC

8 片平　悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ 西浜SLSC

ボードレース

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

6. 男子

順位 競技者名 チーム名

1 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC

2 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

3 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜SLSC

4 牛越　智 ｳｼｺｼ ｻﾄｼ 波崎SLSC

5 荒井　洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 西浜SLSC

6 粂川　拓海 ｸﾒｶﾜ ﾀｸﾐ 法政大学SLSC

7 徳応　涼輔 ﾄｸｵ ﾘｮｳｽｹ 和田浦LSC

8 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 日本大学SLSC

ボードレース

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

7. 女子

順位 競技者名 チーム名

1 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里LSC

2 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田LSC

3 青木　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原LSC

4 高橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 柏崎LSC

5 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ｹ崎SLSC

6 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 銚子LC

7 古川　萌子 ﾌﾙｶﾜ ﾓｴｺ 大竹SLSC

8 久保　美沙代 ｸﾎﾞ ﾐｻﾖ 和田浦LSC

オーシャンウーマン

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

8. 男子

順位 競技者名 チーム名

1 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

2 菅沼　寛也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾔ 下田LSC

3 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜SLSC

4 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC

5 廣田　諒 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 神奈川大学LSC

6 堀部　雄大 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 館山SLSC

7 長竹　康介 ﾅｶﾞﾀｹ ｺｳｽｹ 西浜SLSC

8 小松　海登 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 法政大学SLSC

オーシャンマン

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

9. 女子

順位 競技者名 チーム名

1 川崎　汐美 ｶﾜｻｷ ｼｵﾐ 東京消防庁LSC

2 石塚　円香 ｲｼﾂﾞｶ ﾏﾄﾞｶ 鴨川LSC

3 田中　綾 ﾀﾅｶ ｱﾔ 昭和第一学園高等学校LSC

4 但野　安菜 ﾀﾀﾞﾉ ｱﾝﾅ 勝浦LSC

5 平本　依吹 ﾋﾗﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 東京女子体育大学LSC

6 前川　紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 日本女子体育大学LSC

7 高山　あさな ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾅ 白浜LSC

8 若林　明穂 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾎ 順天堂大学LSC

ビーチフラッグス

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

10. 男子

順位 競技者名 チーム名

1 和田　賢一 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 式根島LSC

2 森　新太郎 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 銚子LC

3 野口　勝成 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾅﾘ 式根島LSC

4 竹澤　康輝 ﾀｹｻﾞﾜ ｺｳｷ 勝浦LSC

5 植木　将人 ｳｴｷ ﾏｻﾄ 西浜SLSC

6 本多　辰也 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 東京消防庁LSC

7 西崎　賢 ﾆｼｻﾞｷ ｹﾝ 順天堂大学LSC

8 石田　蒼一郎 イシダ ソウイチロウ 西伊豆・松崎LSC

ビーチフラッグス

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

11. 女子

順位 競技者名 チーム名

1 田中　綾 ﾀﾅｶ ｱﾔ 昭和第一学園高等学校LSC

2 長野　文音 ﾅｶﾞﾉ ｱﾔﾈ 和田浦LSC

3 石塚　円香 ｲｼﾂﾞｶ ﾏﾄﾞｶ 鴨川LSC

4 我妻　菜登 ｱｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC

5 井口　彩紀 ｲｸﾞﾁ ｻｷ 東京女子体育大学LSC

6 真部　夏 ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾂ 東京女子体育大学LSC

7 竹内　歩 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾐ1 鴨川LSC

8 川崎　汐美 ｶﾜｻｷ ｼｵﾐ 東京消防庁LSC

ビーチスプリント

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

12. 男子

順位 競技者名 チーム名

1 森　新太郎 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 銚子LC

2 和田　賢一 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 式根島LSC

3 石井　雄大 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 東京消防庁LSC

4 高梨　友美生 ﾀｶﾅｼ ﾕﾐｵ 成城学園LSC

5 玉井　颯 ﾀﾏｲ ﾊﾔﾄ 鴨川LSC

6 小田切　伸矢 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾝﾔ 西浜SLSC

7 藤田　大樹 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ 国士舘大学LSC

8 橋谷　俊平 ﾊｼﾀﾆ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大阪体育大学LSC

ビーチスプリント

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

13. 女子

順位 競技者名 チーム名

1 國井　菜名 ｸﾆｲ ﾅﾅ 東海大学清水校舎LSC

2 大内　みのり ｵｵｳﾁ ﾐﾉﾘ 流通経済大学LSC

3 金子　真優 ｶﾈｺ ﾏﾕ 銚子LC

4 太田黒　歩美 ｵｵﾀｸﾞﾛ ｱﾕﾐ 熱川LSC

5 片平　悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ 西浜SLSC

6 冨田　有佐 ﾄﾐﾀ ｱﾘｻ 帝京大学LSC

7 長江　亜実 ﾅｶﾞｴ ｱﾐ 新島LSC

8 根本　美奈 ﾈﾓﾄ ﾐﾅ 日本女子体育大学LSC

2kmビーチラン

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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決勝

14. 男子

順位 競技者名 チーム名

1 笹田　直太 ｻｻﾀﾞ ﾅｵﾀ 式根島LSC

2 渡邊　昂俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 神津島LSC

3 橋本　湧太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 帝京大学LSC

4 山中　裕二 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ 拓殖大学LSC

5 高橋　佑介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 杏林大学LSC

6 田原　大地 ﾀﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 白浜LSC

7 橋本　憲冶 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 式根島LSC

8 中川　慎太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 西浜SLSC

2kmビーチラン

第30回全日本ライフセービング種目別選手権大会
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