
順位 チーム名 得点

1 西浜サーフライフセービングクラブ 96

2 湯河原ライフセービングクラブ 93

3 日本体育大学ライフセービングクラブ 79

4 銚子ライフセービングクラブ 66

5 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 64

6 日本大学サーフライフセービングクラブ 53

7 勝浦ライフセービングクラブ 35

8 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 35

9 法政大学サーフライフセービングクラブ 23

10 柏崎ライフセービングクラブ 23

11 東京消防庁ライフセービングクラブ 20

12 流通経済大学ライフセービングクラブ 18

13 九十九里ライフセービングクラブ 16

14 若狭和田ライフセービングクラブ 15

15 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 12

16 新島ライフセービングクラブ 11

17 岩井ライフセービングクラブ 10

18 明治大学サーフライフセービングクラブ 10

19 KITAJIMAQUATICS 10

20 愛知ライフセービングクラブ 8

21 大竹サーフライフセービングクラブ 8

22 成城学園ライフセービングクラブ 7

23 波崎サーフライフセービングクラブ 6

24 館山サーフライフセービングクラブ 6

25 中央大学ライフセービングクラブ 6

26 杏林大学ライフセービングクラブ 4

26 白浜ライフセービングクラブ 4

26 成蹊大学ライフセービングクラブ 4

26 東京女子体育大学ライフセービングクラブ 4

30 大阪体育大学ライフセービングクラブ 4

31 和田浦ライフセービングクラブ 3

32 青山学院大学ライフセービングクラブ 1

32 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ 1

34 大洗サーフライフセービングクラブ 0

34 御宿ライフセービングクラブ 0

34 神奈川大学ライフセービングクラブ 0

34 鎌倉ライフガード 0

34 国士舘大学ライフセービングクラブ 0

34 式根島ライフセービングクラブ 0

34 下田ライフセービングクラブ 0

34 順天堂大学ライフセービングクラブ 0

34 湘南ひらつかライフセービングクラブ 0

34 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ 0

34 新宮ライフセービングクラブ 0

34 専修大学サーフライフセービングクラブ 0

34 拓殖大学ライフセービングクラブ 0

34 辻堂ライフセービングクラブ 0

34 帝京大学ライフセービングクラブ 0

34 東海大学清水校舎ライフセービングクラブ 0

34 早稲田ライフセービングクラブ 0

※同得点チームの順位は、各競技の上位入賞数の違いによる。

チーム総合成績
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【競技結果】個人種目

２００Ｍ障害物スイム（女子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 成澤　侑花 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｶ 日本大学サーフライフセービングクラブ 2:16.99

2 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 銚子ライフセービングクラブ 2:17.28

3 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 2:17.33

4 醍醐　佳奈 ﾀﾞｲｺﾞ ｶﾅ 法政大学サーフライフセービングクラブ 2:23.98

5 塩原　あかり ｼｵﾊﾞﾗ ｱｶﾘ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 2:24.63

6 田村　実絵 ﾀﾑﾗ ﾐｴ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 2:26.27

7 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 2:27.68

8 村上　果世 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ 中央大学ライフセービングクラブ 2:28.04

２００Ｍ障害物スイム（男子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 安藤　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 湯河原ライフセービングクラブ 2:01.77 大会新

2 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 日本大学サーフライフセービングクラブ 2:03.39

3 渡邉　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 法政大学サーフライフセービングクラブ 2:06.86

4 中谷　理人 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾘﾄ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 2:07.53

5 佐藤　悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中央大学ライフセービングクラブ 2:08.11

6 堀内　敦貴 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ 銚子ライフセービングクラブ 2:08.14

7 石塚　康敬 ｲｼﾂﾞｶ ﾔｽﾀｶ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 2:09.17

8 新川　将吾　 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 西浜サーフライフセービングクラブ 2:09.33

１００Ｍマネキントウ・ウィズフィン（女子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 我妻　菜登 ｱﾂﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦ライフセービングクラブ 1:03.23 日本新

2 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 1:05.50

3 渡邉　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 岩井ライフセービングクラブ 1:06.91

4 船津　美帆 ﾌﾅﾂ ﾐﾎ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:09.85

5 高橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 柏崎ライフセービングクラブ 1:10.75

6 中田　碧 ﾅｶﾀ ｱｵｲ 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:12.03

7 長谷川　舞 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:12.22

8 白鳥　紗貴 ｼﾗﾄﾘ ｻｷ 青山学院大学ライフセービングクラブ 1:12.60

１００Ｍマネキントウ・ウィズフィン（男子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

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 0:54.44

2 上野　凌　 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜サーフライフセービングクラブ 0:56.03

3 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 東京消防庁ライフセービングクラブ 0:57.60

4 湯浅　泰旺 ﾕｱｻ ﾀｲｵｳ 明治大学サーフライフセービングクラブ 0:57.86

5 加藤　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 柏崎ライフセービングクラブ 0:58.70

6 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦ライフセービングクラブ 0:59.52

7 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 0:59.58

8 山口　渓 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:00.79
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【競技結果】個人種目

第29回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会
2016年5月21日（土）～22日（日）　　於：横浜国際プール（神奈川県横浜市）

５０Ｍマネキンキャリー（女子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里ライフセービングクラブ 0:38.10 大会新

2 山本　祐紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田ライフセービングクラブ 0:38.74

3 坂本　佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 日本体育大学ライフセービングクラブ 0:39.27

4 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 0:40.38

5 前川　紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 柏崎ライフセービングクラブ 0:40.96

6 青木　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原ライフセービングクラブ 0:41.24

7 河崎　綾子 ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ 湯河原ライフセービングクラブ 0:41.65

8 鈴木　理乃 ｽｽﾞｷ ﾘﾉ 日本体育大学ライフセービングクラブ 0:42.18

５０Ｍマネキンキャリー（男子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 大島　圭介 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ 湯河原ライフセービングクラブ 0:31.38

2 岡田　充弘 ｵｶﾀﾞﾐﾁﾋﾛ 愛知ライフセービングクラブ 0:31.75

3 廣田　諒　 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 西浜サーフライフセービングクラブ 0:32.22

4 幡野　圭祐 ﾊﾀﾉ ｹｲｽｹ 日本体育大学ライフセービングクラブ 0:32.36

5 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 0:32.89

6 寒河江　健太 ｻｶﾞｴ ｹﾝﾀ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 0:34.16

7 細川　大介 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 銚子ライフセービングクラブ 0:34.40

8 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ KITAJIMAQUATICS 0:35.53

１００Ｍレスキューメドレー（女子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 銚子ライフセービングクラブ 1:18.40

2 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ　ﾕｳｶ 銚子ライフセービングクラブ 1:22.72

3 塩原　あかり ｼｵﾊﾞﾗ ｱｶﾘ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:22.96

4 寺坂　恵実 ﾃﾗｻｶ ﾒｸﾞﾐ 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:24.70

5 上野　真凜 ｳｴﾉ ﾏﾘﾝ 西浜サーフライフセービングクラブ 1:25.33

6 前川　紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 柏崎ライフセービングクラブ 1:25.57

7 長江　亜実 ﾅｶﾞｴ ｱﾐ 流通経済大学ライフセービングクラブ 1:26.35

8 井熊　理子 ｲｸﾏ ﾘｺ 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:27.37

１００Ｍレスキューメドレー（男子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 安藤　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 湯河原ライフセービングクラブ 1:04.94 大会新

2 大島　圭介 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ 湯河原ライフセービングクラブ 1:07.80

3 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:09.15

4 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ KITAJIMAQUATICS 1:09.90

5 細川　大介 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 銚子ライフセービングクラブ 1:10.17

6 渡邉　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 法政大学サーフライフセービングクラブ 1:10.59

7 堀内　敦貴 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ 銚子ライフセービングクラブ 1:10.97

8 池田　康智 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 中央大学ライフセービングクラブ 1:13.55
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【競技結果】個人種目

第29回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会
2016年5月21日（土）～22日（日）　　於：横浜国際プール（神奈川県横浜市）

１００Ｍマネキンキャリー・ウィズフィン（女子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 山本　祐紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田ライフセービングクラブ 0:58.78 大会新

2 我妻　菜登 ｱﾂﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦ライフセービングクラブ 0:59.47

3 船津　美帆 ﾌﾅﾂ ﾐﾎ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:02.73

4 岡山　七彩 ｵｶﾔﾏ ﾅﾅｾ 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:04.54

5 渡邉　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 岩井ライフセービングクラブ 1:04.55

6 北原　由実子 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾐｺ 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:04.78

7 成澤　侑花 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｶ 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:05.54

8 小林　夏実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 銚子ライフセービングクラブ 1:05.83

１００Ｍマネキンキャリー・ウィズフィン（男子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

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 0:49.35 大会新

2 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜サーフライフセービングクラブ 0:49.97

3 幡野　圭祐 ﾊﾀﾉ ｹｲｽｹ 日本体育大学ライフセービングクラブ 0:50.20

4 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦ライフセービングクラブ 0:52.38

5 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 成蹊大学ライフセービングクラブ 0:52.48

6 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 和田浦ライフセービングクラブ 0:53.43

7 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 0:53.87

8 岡田　充弘 ｵｶﾀﾞﾐﾁﾋﾛ 愛知ライフセービングクラブ 0:54.05

２００Ｍスーパーライフセーバー（女子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 三井　結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 九十九里ライフセービングクラブ 2:35.16

2 坂本　佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 日本体育大学ライフセービングクラブ 2:38.54

3 上野　真凜 ｳｴﾉ ﾏﾘﾝ 西浜サーフライフセービングクラブ 2:46.06

4 寺坂　恵実 ﾃﾗｻｶ ﾒｸﾞﾐ 日本体育大学ライフセービングクラブ 2:49.72

5 宮田　沙衣 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 白浜ライフセービングクラブ 2:51.63

6 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 2:54.13

7 阿形　芽生 ｱｶﾞﾀ ﾒｲ 日本体育大学ライフセービングクラブ 2:57.74

8 澁谷　裕未 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾐ 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 3:02.50

２００Ｍスーパーライフセーバー（男子）
順位 競技者名 チーム名 タイム 備考

1 上野　凌　 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜サーフライフセービングクラブ 2:18.76 大会新

2 廣田　諒　 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 西浜サーフライフセービングクラブ 2:19.59

3 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 東京消防庁ライフセービングクラブ 2:22.21

4 湯浅　泰旺 ﾕｱｻ ﾀｲｵｳ 明治大学サーフライフセービングクラブ 2:23.50

5 加藤　豪 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 柏崎ライフセービングクラブ 2:23.75

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 2:25.01

7 松林　俊樹 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 法政大学サーフライフセービングクラブ 2:25.25

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 2:29.03
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【競技結果】チーム

４×５０Ｍ障害物リレー（女子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 日本体育大学ライフセービングクラブ 2:00.80 大会新
坂本　佳凪子 阿形　芽生 井熊　理子 寺坂　恵実

2 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 2:02.55
黒岩　美緒 田村　実絵 澁谷　裕未 山口　茜

3 銚子ライフセービングクラブ 2:03.01
鈴木　悠花 堤　茅咲 小林　夏実 栗真　千里

4 湯河原ライフセービングクラブ 2:03.10
青木　邦 河崎　綾子 伊藤　知奈津 中島　静香

5 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 2:05.74
塩原　あかり 岡山　七彩 一原　枝厘花 船津　美帆

6 西浜サーフライフセービングクラブ 2:06.60
石毛　杏奈　 内堀　夏伶　 上野　真凜　 伊藤　真央

7 日本大学サーフライフセービングクラブ 2:07.19
川村　真穂 葛城　ひなの 木村　萌恵 成澤　侑花

8 勝浦ライフセービングクラブ 2:13.36
我妻　菜登 丹羽　久美 佐川　はるな 但野 安菜

４×５０Ｍ障害物リレー（男子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 湯河原ライフセービングクラブ 1:42.97 大会新
大島　圭介 西山　俊 徳元　将太郎 安藤　秀

2 西浜サーフライフセービングクラブ 1:43.84 大会新
上野　凌　 坂本　陸　 園田　俊　 廣田　諒　

3 法政大学サーフライフセービングクラブ 1:47.19
渡邉　孝之 松林　俊樹 小松　海登 柳原　拓実

3 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:47.19
池端　拓海 鈴木　瑛久 山口　渓 大野　祥吾

5 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:47.27
七海　元紀 岩井　浩大 川嶋　駿介 幡野　圭祐

6 銚子ライフセービングクラブ 1:47.80
細川　大介 佐藤　嶺太郎 堀内　敦貴 石田　健人

7 大阪体育大学ライフセービングクラブ 1:47.91
藤森　佑輝 大西　飛翔 大野　悟 福井　佑都

8 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:48.16
石塚　康敬 中野　諒八 寒河江　健太 中谷　理人

第29回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会
2016年5月21日（土）～22日（日）　　於：横浜国際プール（神奈川県横浜市）
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４×２５Ｍマネキンリレー（女子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:31.78 大会新
鈴木　理乃 坂本　佳凪子 寺坂　恵実 具志堅　夕

2 西浜サーフライフセービングクラブ 1:33.45
小林　愛菜　 伊藤　真央　 上野　真凜　 内堀　夏伶　

3 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 1:35.37
澁谷　裕未 土井　夢子 山口　茜 黒岩　美緒

4 湯河原ライフセービングクラブ 1:36.06
青木　邦 室伏　郁花 河崎　綾子 中島　静香

5 銚子ライフセービングクラブ 1:36.11
井出　靖菜 栗真　千里 小林　夏実 河崎　尚子

6 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:41.77
岡山　七彩 一原　枝厘花 塩原　あかり 船津　美帆

7 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:47.58
長谷川　舞 川村　真穂 成澤　侑花 葛城　ひなの

４×２５Ｍマネキンリレー（男子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 湯河原ライフセービングクラブ 1:12.98 日本新
大島　圭介 徳元　将太郎 西山　俊 安藤　秀

2 西浜サーフライフセービングクラブ 1:13.12 日本新
坂本　陸　 上野　凌　 園田　俊　 廣田　諒　

3 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:14.40 大会新
七海　元紀 川嶋　駿介 岩井　浩大 幡野　圭祐

4 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:16.29
池端　拓海 山口　渓 大野　祥吾 鈴木　瑛久

5 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:17.33
石塚　康敬 中谷　理人 寒河江　健太 竹内　一平

6 勝浦ライフセービングクラブ 1:18.27
篠田　智哉 永石　哲朗 田中　陽大 亀ノ上　僚仁

7 柏崎ライフセービングクラブ 1:18.74
池谷　薫 片山　雄起 加藤　豪 佐々木　勝馬

8 銚子ライフセービングクラブ 1:21.66
佐藤　嶺太郎 細川　大介 石田　健人 堀内　敦貴
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ラインスロー（女子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 新島ライフセービングクラブ 0:17.48
河野　寛子 中村　遥

2 流通経済大学ライフセービングクラブ 0:19.93
今井　夏希 大竹　みのり

3 波崎サーフライフセービングクラブ 0:20.80
山口　智可 中村　すみれ子

4 大竹サーフライフセービングクラブ 0:21.42
田中　えりか 有水　理菜

5 日本体育大学ライフセービングクラブ 0:27.20
坂本　佳凪子 石塚　円香

6 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 0:32.31
照沼　可琳 川島　望生

7 日本大学サーフライフセービングクラブ 0:33.78
木村　仁美 長谷川　舞

ラインスロー（男子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 0:11.65
木村　岳人 高梨　寛泰

2 湯河原ライフセービングクラブ 0:12.44
徳元　将太郎 西山　俊

3 銚子ライフセービングクラブ 0:14.16
志賀　政哉 森　新太郎

4 館山サーフライフセービングクラブ 0:14.38
徳応　涼輔 重岡　寛大

5 杏林大学ライフセービングクラブ 0:16.38
佐賀野　敏樹 知念　幸一郎

6 新島ライフセービングクラブ 0:16.59
大出　旭 難波　優介

7 流通経済大学ライフセービングクラブ 0:17.69
亀谷　重思 千代　大斗

8 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ 0:17.87
竹花　悠也 森野　郁也
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４×５０Ｍメドレーリレー（女子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 銚子ライフセービングクラブ 1:51.20 大会新
鈴木　悠花 小林　夏実 栗真　千里 堤　茅咲

2 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 1:51.72
黒岩　美緒 土井　夢子 山口　茜 金子　紗瑛

3 西浜サーフライフセービングクラブ 1:54.80
石毛　杏奈 伊藤　真央　 小林　愛菜 上野　真凜　

4 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 1:54.89
塩原　あかり 岡山　七彩 一原　枝厘花 船津　美帆

5 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:55.14
川村　真穂 木村　萌恵 成澤　侑花 長谷川　舞

6 勝浦ライフセービングクラブ 1:57.02
佐川　はるな 但野 安菜 丹羽　久美 我妻　菜登

7 柏崎ライフセービングクラブ 1:58.04
前川　桂穂 速水　愛 前川　紗槻 高橋　志穂

４×５０Ｍメドレーリレー（男子）

順位 チーム名 タイム 備考

1 湯河原ライフセービングクラブ 1:33.26
大島　圭介 西山　俊 安藤　秀 深井　俊光

2 西浜サーフライフセービングクラブ 1:33.37
廣田　諒　 長竹　康介 上野　凌　 園田　俊　

3 日本大学サーフライフセービングクラブ 1:36.70
大野　祥吾 関沢　祐也 池端　拓海 山口　渓

4 日本体育大学ライフセービングクラブ 1:39.09
岩井　浩大 幡野　圭祐 川嶋　駿介 田中　亮多

5 KITAJIMAQUATICS 1:39.70
早坂　勝也 青山ウィリアム 葺本　康隆 田渕　広海

6 銚子ライフセービングクラブ 1:39.87
細川　大介 浅見　雄一郎 石田　健人 佐藤　嶺太郎

7 大阪体育大学ライフセービングクラブ 1:39.97
大西　飛翔 福井　佑都 藤森　佑輝 大野　悟

8 法政大学サーフライフセービングクラブ 1:41.93
小松　海登 佐々木　萌佑 渡邉　孝之 松林　俊樹
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順位 チーム名 達成率

1 東京消防庁ライフセービングクラブ 73.0

2 流通経済大学ライフセービングクラブ 67.8

2 成城学園ライフセービングクラブ 67.8

4 勝浦ライフセービングクラブ 67.4

5 東京女子体育大学ライフセービングクラブ 63.5

6 大竹サーフライフセービングクラブ 63.1

7 西浜サーフライフセービングクラブ 62.7

8 銚子ライフセービングクラブ 61.4

9 日本大学サーフライフセービングクラブ 60.9

10 早稲田ライフセービングクラブ 59.7

11 順天堂大学ライフセービングクラブ 57.5

12 湯河原ライフセービングクラブ 57.1

13 柏崎ライフセービングクラブ 55.4

14 日本女子体育大学ライフセービングクラブ 54.9

15 館山サーフライフセービングクラブ 54.1

16 大洗サーフライフセービングクラブ 53.2

17 大阪体育大学ライフセービングクラブ 52.8

18 鎌倉ライフガード 51.5

19 中央大学ライフセービングクラブ 50.6

20 和田浦ライフセービングクラブ 50.2

21 成蹊大学ライフセービングクラブ 49.4

22 新島ライフセービングクラブ 48.9

23 日本体育大学ライフセービングクラブ 47.6

24 明治大学サーフライフセービングクラブ 45.9

25 法政大学サーフライフセービングクラブ 44.2

26 東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ 41.6

27 拓殖大学ライフセービングクラブ 37.8

28 国士舘大学ライフセービングクラブ 36.5

29 専修大学サーフライフセービングクラブ 35.6

30 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ 34.3

31 東海大学清水校舎ライフセービングクラブ 27.5

第29回全日本ライフセービング・プール競技選手権大会

2016年5月21日（土）～22日（日）　　於：横浜国際プール（神奈川県横浜市）
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