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開催概要 

趣  旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 

 

日 程 

 

場 所 

 

主 催 

 

後 援 

 

 

協賛 

 

協 力 

 

 

 

 

競技種目 

ライフセービング競技会は、ライフセーバーの“技術と体力”を競い合うことが目的であ

る。加えて、競技会を通しての人々との交流、そしてライフセービング活動の普及をも取

り込んだ大切な事業である。 

我が国のライフセーバーを対象とした競技会には、「全日本ライフセービング選手権大

会」を頂点とするオーシャン競技会と、「全日本プール競技選手権大会」に代表される

プール競技会がある。これらの競技会は、“水辺の事故、ゼロ”を目指すライフセービン

グ活動の “安全・迅速・正確” を、その根幹において実施されている。 

本大会は、全国の学生ライフセーバーの競技力の向上と、大学クラブ組織の強化と交流、

そしてライフセービング活動の普及を目的として開催される。 

  

第32回全日本学生ライフセービング選手権大会 

 

平成29年9月23日（土）、24日（日） 

 

御宿海岸（千葉県夷隅郡御宿町） 

  

特定非営利活動法人日本ライフセービング協会 

 

国土交通省、スポーツ庁、消防庁、海上保安庁、千葉県、千葉県教育委員会、 

御宿町、御宿町教育委員会、公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 

 

株式会社三洋物産／株式会社三洋販売、株式会社オッシュマンズ・ジャパン、 

 

勝浦海上保安署、一般社団法人御宿町観光協会、 

一般財団法人 千代田健康開発事業団・ラビドール、御宿有限会社吉田三郎商店、 

国際武道大学トレーナーチーム、特定非営利活動法人九十九里ライフセービングクラブ、 

御宿ライフセービングクラブ 

 

●個人種目 

サーフレース（男女）、サーフスキーレース（男女） 、オーシャンマン/ウーマン、 

ビーチフラッグス（男女） 、ビーチスプリント（男女） 、 

●チーム種目・団体種目 

レスキューチューブレスキュー（男女） 、ボードリレー（男女） 、 

ボードレスキュー（男女） 、オーシャンマンリレー/ウーマンリレー、 

ビーチリレー（男女） 、１km×３ビーチリレー（男女） 、 

ＢＬＳアセスメント（男女）  
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開催地 

■名称 

 

 

 

 

 

■所在地 

■アクセス 

 

 

 

 

■アクセス図 

御宿海岸 

千葉県夷隅郡御宿町の網代湾に面した海岸。 

全長2kmにわたり白砂が続いており、 

砂浜の中央には童謡『月の沙漠』に登場する 

2頭のラクダに乗った王子と王女をあしらった 

ブロンズ像が建てられている 

〒299-5106 千葉県夷隅郡御宿町須賀 

①電車の場合  JR御宿駅より徒歩約15分 

②自動車の場合 千葉東金道大宮ICから千葉外房有料道路・国道128号経由で勝浦方面へ車

で60分、圏央道市原鶴舞ICから大多喜経由で車で40分 

■御宿駅から大会会場まで 

・車の場合       約５分           

・徒歩の場合    約２０分 

最寄駅：御宿駅 

御宿中央海岸 

大会会場 
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大会関係者 

●大会役員
大会会長
大会副会長

大会役員 石川　仁憲　  （日本ライフセービング協会　理事）
内田　直人　  （日本ライフセービング協会　理事）
風間　隆宏　  （日本ライフセービング協会　理事）
高野　絵美　　（日本ライフセービング協会　理事）
中川　容子　　（日本ライフセービング協会　理事）
藤田　和人　　（日本ライフセービング協会　理事）
丸田　重夫　　（日本ライフセービング協会　理事）
宮部　周作　　（日本ライフセービング協会　理事）
川地　政夫　　（日本ライフセービング協会　理事）

●実行委員会
ライフセービングスポーツ推進本部
実行委員長
実行委員

林　昌広　　　（御宿ライフセービングクラブ）
熊木　渉　/　木村　萌恵　  （学生室）
アスリート委員会
川地　政夫　　（事務局長）

●規律委員会
宮部　周作    （スポーツ本部長） 丸田　重夫　  （実行委員長/大会役員）
泉田　昌美    （審判長） 中島　典子　　（競技運営審判委員長)
川地　政夫    （事務局長）

●安全対策役員
丸田　重夫　  （実行委員長/大会役員） 泉田　昌美    （審判長）
中島　典子　　（競技運営審判委員長) 伊藤　隆寛　　（安全課）
伊藤　隆寛　　（安全課） 川地　政夫    （事務局長）

●競技運営審判
チーフレフリー
上訴委員 中島　典子
ヘッドスコアラー 粟生　賢一 浅野　響 甲斐　悠暉 東海大学湘南校舎 　

セクショナルレフリー 藤田　善照
スターター 天川　仁 大西　明
マーシャル 田中　優果 小見山　卓也

コースジャッジ 齊藤　愛子 矢田　彩透 岡田　幹生 小野　勇斗 白井　春菜
（ビデオ記録員含） 川村　真穂 名知　友貴 広沢　和輝 清水　祐里 名須川　紗綾 24

有水　理菜　24
レコーダー 坂本　千佳子

セクショナルレフリー 水川　雅司
スターター 五十嵐　章雄 渡辺　幸男
マーシャル 佐々木　萌衣

コースジャッジ 松永　祐 坂本　靖 谷中　一朝 石川　達也 鈴木　陸
（ビデオ記録員含） 土井　大雅 天川　葉月 藤澤　丈 丸山　裕太郎 猪又　美佳 24

レコーダー 大山　ルミ

セクショナルレフリー 吉田　健博
スターター 中川　容子 西嶋　大
マーシャル 中山　翔貴 森谷　麻貴

コースジャッジ 浅生　憂也 相馬　義彦 大熊　順一 竹田　拓航 相良　圭亮
（ビデオ記録員含） 菅野　修太郎 平沼　明香里 田中　圭悟 東海大学湘南校舎

レコーダー 中尾　正

平藤　昌寛 上野　義洋 伊藤　隆寛 田中　えりか 山下　純平

清水　博史
器材・会場 御宿町 御宿ライフセービングクラブ
安全課 九十九里ライフセービングクラブ

江川　陽介 木島　悠太朗 石塚　洋成 河野　稜平 猪野　佳宏
生川　大樹 京極　康高 籔本　誉 須藤　空良 宮林　晃太郎
平澤　稲世 間根山　花子 青木　優一郎 松浦　武琉 渡邉　篤道
河崎　千尋 齋藤　渉 森　良祐 浜地　憲太郎 安河内　雅人
大場　真之介

会場備品・設営 九十九里ライフセービングクラブ
会場警備 東邦警備保障株式会社
医務 中川　儀英
救護・トレーナー 国際武道大学トレーナーチーム
気象海象情報 小川　和幸（WATER　KIDS　JAPAN）
オフィシャルカメラ 菅沼　浩 三宅　菜央
広報 高野　絵美 事務局
事務局 川地　政夫 中山　昭 佐藤　洋二郎
運営協力 学生部

本部 河西　基 鈴木　佑弥 小堀　友里亜 根岸　春果 熊木　渉
木村　萌恵 榎本　宏暉 大西　飛翔 角谷　洸 深水　雄
藤原　侑士 丸山　佳乃

広報 塚本　涼太郎 柳下　卓弥
運営課 唐澤　佐知子 鈴木　瑛美子 田中　七奈 中垣　結衣 中川　真季

姫野　航 山本　美香 石井　和馬 佐藤　由紀子 馬見新　大介
大濵　一紗 大平　泉 金子　莉乃 川原吹　澪央 塩野　万葉
鈴木　麻祐 寺田　美希 内藤　大晴

進行課 河野　裕一郎 大和　絵美 林　勇佑 水谷　枝見香 村上　龍
飯島　一暁 池澤　安祐美 久保　愛斗 倉持　強 谷川　あおい
戸祭　竜之介 沼田　和馬 前田　裕理

BLS・会場整備課 浦田　麻友 石塚　康敬 中田　碧 北條　詩織 池尻　太翼
池尻　太翼 久保田　風子 小相澤　真吾 杉森　竜太 谷田　和也
米田　冴那

会場警備・イベント課 古山　ゆうみ 今井　夏希 勝又　日葉 清水　雄大 杉崎　友梨
伊藤　舞香 佐滝　悠太 佐野　航介 高橋　諒人 玉虫　湧也
茂木　直人

＜ＩＲＢ審判員＞

＜ＢＬＳアセスメント＞

泉田　昌美 

＜ビーチエリア＞

＜サーフエリアＡ＞

＜サーフエリアＢ＞

宮部　周作　　（ライフセービングスポーツ本部長）
丸田　重夫  　 (学生室長）
中島　典子　　（競技運営審判委員長)
泉田　昌美　　（審判長)
伊藤　隆寛　　（九十九里ライフセービングクラブ）

入谷　拓哉　　（日本ライフセービング協会　理事長）
松本　貴行　　（日本ライフセービング協会　副理事長）
尾田　依津子　（日本ライフセービング協会　副理事長）
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大会参加実績 

■ 選手人数  ：    ６４３名 

■ 審判員   ：     ７４名 

■ スタッフ  ：     ７５名 

■ 観覧者数  ：  約２０００名（２日間延べ） 

大会参加人数及び観覧者数 

近年の参加状況 
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チーム数（ﾁｰﾑ） 
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大会参加チーム 

チーム 番号 チーム正式名称 学生男子 学生女子
参加数
合計

2 青山学院大学 8 10 18
3 茨城大学 10 3 13
4 大阪体育大学 18 5 23
5 関西大学 4 0 4
6 九州産業大学 9 0 9
7 杏林大学 13 11 24
8 慶應義塾大学 7 4 11
9 國學院大学 0 5 5
10 国際武道大学 18 5 23
11 国士舘大学 29 5 34
12 実践女子大学 0 13 13
13 順天堂大学 12 11 23
14 成蹊大学 11 6 17
15 成城大学 14 7 21
16 専修大学 15 8 23
17 大東文化大学 1 0 1
18 拓殖大学 11 4 15
19 千葉大学 9 1 10
20 千葉科学大学 13 4 17
21 中央大学 13 4 17
22 中京大学 3 0 3
23 筑波大学 4 2 6
24 帝京大学 12 8 20
25 東海大学清水校舎 15 9 24
26 東海大学湘南校舎 18 12 30
27 東京女子体育大学 0 18 18
28 東洋大学 12 10 22
29 新潟産業大学 5 1 6
30 日本女子体育大学 0 30 30
31 日本女子大学 0 2 2
32 日本体育大学 21 19 40
33 日本大学 15 13 28
34 日本福祉大学 3 0 3
35 福井県立大学 4 5 9
36 福岡大学 2 0 2
38 法政大学 11 6 17
39 明治大学 10 3 13
40 明星大学 7 2 9
41 横浜薬科大学 0 1 1
42 流通経済大学 12 7 19
43 早稲田大学 11 9 20

41チーム 380 263 643

過去の参加状況
チーム 男子 女子 合計

2017年度 42 390 235 625
2015年度 42 397 243 640
2014年度 44 432 258 690
2013年度 42 403 253 656
2012年度 39 362 234 596
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大会タイムテーブル 

1日目

開始 種目 開始 種目 開始 種目 開始

9:00 競技役員ミーティング

9:00

    9:40

  10:20 ビーチスプリント（男子/予選）

10:40 サーフレース（女子/予選） 10:40 サーフレース（女子/予選）     

  10:50 サーフレース（男子/予選）    

11:00 サーフレース（男子/予選）

   11:10 ビーチフラッグス（女子/予選）

11:40 サーフスキーレース（男子/予選） 11:40 サーフスキーレース(男子/予選)   

12:00 サーフスキーレース（女子/予選） 12:00 サーフスキーレース（女子/予選）   

  12:00 ビーチフラッグス（男子/予選）

12:45 オーシャンウーマンリレー（予選） 12:45 オーシャンウーマンリレー（予選）   

13:00 オーシャンマンリレー（予選） 13:00 オーシャンマンリレー（予選）   

  13:15 ビーチスプリント（女子/予選）

   13:45 ビーチスプリント（男子/2次予選）

14:10 サーフスキーレース(男子/2次予選) 14:10 ボードレスキュー(女子/予選)   

14:40 ボードレスキュー(男子/予選) 14:40 ボードレスキュー(男子/予選)  

    14:45 ビーチフラッグス(女子/2次予選)

    15:15 ビーチフラッグス(男子/2次予選)

15:50 オーシャンウーマンリレー（決勝） 15:50 オーシャンマンリレー（決勝）    

   16:10 ビーチリレー(女子/予選)

 　 　 　 16:25 ビーチリレー(男子/予選)

16:45 サーフレース(男子/準決勝) 16:45 サーフレース(男子/準決勝)    

17:00

2日目

開始 種目 開始 種目 開始 種目 開始 種目

6:00 安全委員会/実行委員会

6:45 競技役員ミーティング

7:30 サーフレース(女子/決勝) 7:30 サーフレース(男子/決勝) 7:30 ビーチスプリント(女子/準決勝) 7:30

    7:45 ビーチスプリント(男子/準決勝)

7:50 ボードリレー(女子/予選) 7:50 ボードリレー(男子/予選)   

8:20 サーフスキーレース(女子/決勝) 8:20 サーフスキーレース(男子/決勝)   

8:35 レスキューチューブレスキュー(女子/予選) 8:35 レスキューチューブレスキュー(女子/予選)  

  8:50 レスキューチューブレスキュー(男子/予選)

9:05 レスキューチューブレスキュー(男子/予選)    

  9:10 ビーチリレー(女子/準決勝)

    9:30 ビーチリレー(男子/準決勝)

9:45 オーシャンウーマン(予選) 9:45 オーシャンウーマン(予選)  

10:00 オーシャンマン(予選) 10:00 オーシャンマン(予選)  

    10:30 ビーチフラッグス(男女/準決勝)

11:20 ボードレスキュー(女子/準決勝) 11:20 ボードレスキュー(男子/準決勝)  

11:45 ボードリレー(女子/決勝) 11:45 ボードリレー(男子/決勝)  

 12:00 ビーチスプリント(男女/決勝)

12:15

12:45 レスキューチューブレスキュー(女子/決勝) 12:45 レスキューチューブレスキュー(男子/決勝)   

   13:10 ピーチフラッグス(男女/決勝)

14:00 オーシャンウーマン(決勝) 14:00 オーシャンマン(決勝)   

  14:20 ビーチリレー(男女/決勝)

14:35 ボードレスキュー(女子/決勝) 14:35 ボードレスキュー(男子/決勝)  

14:50 1km×3ビーチリレー(女子/決勝)

   15:05 1km×3ビーチリレー(男子/決勝)

15:30

16:00

 BLSアセスメント
フィードバック

（屋外ステージ ）

表彰式（オーシャンマン・オーシャンウーマンリレー/サーフレース/サーフスキーレース/ボードリレー）

表彰式(ビーチスプリント/レスキューチューブレスキュー/ビーチフラッグス/オーシャンマン・ウーマン/ビーチリレー/ボードレスキュー/1km×3ビーチリレー）

総合表彰・閉会式

種目

開会式

BLSアセスメント
（屋外ステージ ）

決勝

競技終了予定

サーフエリアA サーフエリアB ビーチエリア ステージ

2017/9/15

サーフエリアA サーフエリアB ビーチエリア ステージ
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競技会場図 
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記録写真 

バナー / のぼり 
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大会結果-1  

サーフレース 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 黒岩　美緒 ｸﾛｲﾜ ﾐｵ 日本女子体育大学

2 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 日本女子体育大学

3 串田　愛 ｸｼﾀﾞ ｱｲ 早稲田大学

4 高村　星 ﾀｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 慶應義塾大学

5 田村　実絵 ﾀﾑﾗ ﾐｴ 日本女子体育大学

6 熊木　なつみ ｸﾏｷ ﾅﾂﾐ 帝京大学

7 土井　夢子 ﾄﾞｲ ﾕﾒｺ 日本女子体育大学

8 小田　眞木子 ｵﾀﾞ ﾏｷｺ 早稲田大学

サーフレース 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 篠原　優太 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ 国士舘大学

2 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 日本大学

3 小日向　勇二 ｺﾋﾅﾀ ﾕｳｼﾞ 国士舘大学

4 渡邉　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 法政大学

5 林　誠海 ﾊﾔｼ ﾏｻﾐ 東海大学湘南校舎

6 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 慶應義塾大学

7 小松　海登 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 法政大学

8 堀内　敦貴 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ 東洋大学

サーフスキーレース 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 北原　由実子 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾐｺ 日本体育大学

2 一原　枝厘花 ｲﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 東海大学湘南校舎

3 高橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 新潟産業大学

4 古川　萌子 ﾌﾙｶﾜ ﾓｴｺ 筑波大学

5 土肥　はづき ﾄﾞﾋ ﾊﾂﾞｷ 筑波大学

6 井高　絵蓮 ｲﾀﾞｶ ｴﾚﾝ 東京女子体育大学

7 船津　美帆 ﾌﾅﾂ ﾐﾎ 東海大学湘南校舎

8 鈴木　結子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 東海大学清水校舎

サーフスキーレース 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 小松　海登 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 法政大学

2 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 慶應義塾大学

3 篠原　優太 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ 国士舘大学

4 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 東海大学湘南校舎

5 榎本　宏暉 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｷ 国際武道大学

6 片山　雄起 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 新潟産業大学

7 椿　大志 ﾂﾊﾞｷ ﾀｲｼ 流通経済大学

8 岩井　浩大 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 日本体育大学

オーシャンウーマン 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 上野　真凜 ｳｴﾉ ﾏﾘﾝ 慶應義塾大学

2 高橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 新潟産業大学

3 船津　美帆 ﾌﾅﾂ ﾐﾎ 東海大学湘南校舎

4 名須川　茉莉乃 ﾅｽｶﾜ ﾏﾘﾉ 横浜薬科大学

5 一原　枝厘花 ｲﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 東海大学湘南校舎

6 北原　由実子 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾐｺ 日本体育大学

7 山口　茜 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 日本女子体育大学

8 白鳥　紗貴 ｼﾗﾄﾘ ｻｷ 青山学院大学

オーシャンマン 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 小松　海登 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 法政大学

2 池端　拓海 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾐ 日本大学

3 渡邉　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 法政大学

4 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 慶應義塾大学

5 篠原　優太 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ 国士舘大学

6 佐藤　悠太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 中央大学

7 徳応　涼輔 ﾄｸｵ ﾘｮｳｽｹ 日本体育大学

8 深水　雄 ﾌｶﾐ ﾕｳ 中央大学
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大会結果-2  

ビーチフラッグス 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 平本　依吹 ﾋﾗﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 東京女子体育大学

2 前川　紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 日本女子体育大学

3 若林　明穂 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾎ 順天堂大学

4 杉崎　友梨 ｻｷﾞｻｷ ﾕﾘ 日本体育大学

5 佐藤　里咲 ｻﾄｳ ﾘｻ 東洋大学

6 今井　夏希 ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 流通経済大学

7 南　理沙 ﾐﾅﾐ ﾘｻ 東海大学清水校舎

8 伊佐　眞美子 ｲｻ ﾏﾐｺ 日本女子体育大学

ビーチフラッグス 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 古越　友規 ﾌﾙｺｼ ﾕｳｷ 国士舘大学

2 菊池　眞一 ｷｸﾁ ｼﾝｲﾁ 成蹊大学

3 北田　尚輝 ｷﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 杏林大学

4 柴田　爽生 ｼﾊﾞﾀ ｿｳｲ 東海大学湘南校舎

5 佐賀野　敏樹 ｻｶﾞﾉ ﾄｼｷ 杏林大学

6 川面　啓祐 ｶﾜﾂﾗ ｹｲｽｹ 専修大学

7 西崎　賢 ﾆｼｻﾞｷ ｹﾝ 順天堂大学

8 柳下　卓弥 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾀｸﾔ 大阪体育大学

ビーチスプリント 女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 竹内　歩 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾐ 日本体育大学

2 佐藤　里咲 ｻﾄｳ ﾘｻ 東洋大学

3 大平　穂乃佳 ｵｵﾋﾗ ﾎﾉｶ 早稲田大学

4 真部　夏 ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾂ 東京女子体育大学

5 伊勢　茉香呂 ｲｾ ﾏｺﾛ 国士舘大学

6 井口　彩紀 ｲｸﾞﾁ ｻｷ 東京女子体育大学

7 南　理沙 ﾐﾅﾐ ﾘｻ 東海大学清水校舎

8 喜瀬　知有良 ｷｾ ﾁﾕﾗ 国際武道大学

ビーチスプリント 男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 玉井　颯 ﾀﾏｲ ﾊﾔﾄ 日本体育大学

2 荒井　滉太郎 ｱﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ 成城大学

3 高梨　友美生 ﾀｶﾅｼ ﾕﾐｵ 成城大学

4 河野　裕一郎 ｶﾜﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 日本大学

5 飯塚　洋介 ｲｲﾂｶ ﾖｳｽｹ 東洋大学

6 橋谷　俊平 ﾊｼﾀﾆ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大阪体育大学

7 信坂　宜希 ﾉﾌﾞｻｶ ﾖｼｷ 日本体育大学

8 福山　雅也 ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾔ 東海大学湘南校舎
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大会結果-3  

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 早稲田大学

串田　愛 丸山　みどり 四倉　綸子 大平　穂乃佳

2 日本体育大学

阿形　芽生 北原　由実子 中田　碧 浦田　麻友

3 日本女子体育大学

黒岩　美緒 山口　茜 仁木　信歩 神津　咲佳

4 帝京大学

五十嵐　陽菜 熊木　なつみ 石毛　杏奈 冨田　有佐

5 日本大学

町田　遥加 櫻井　美乃 高部　朱里 長谷川　舞

6 杏林大学

青木　三華 荒川　智紗子 堀口　華代 板橋　未来

7 慶應義塾大学

高村　星 藤巻　紗月 上野　真凜 清原　晴佳

8 専修大学

山城　日向子 斉藤　夢美 杉本　早紀 小林　未奈

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 早稲田大学

松本　侑也 前田　侃亮 滝野　駿介 高橋　佳樹

2 日本大学

池端　拓海 光野　智大 福村　颯太 河野　裕一郎

3 慶應義塾大学

佐藤　良亮 上野　凌 横山　智 天野　竜誠

4 国際武道大学

永石　哲朗 熊木　渉 坂江　一希 土井　仁博

5 日本体育大学

川嶋　駿介 有原　和俊 辻本　佳起 赤坂　祐太

6 大阪体育大学

大野　悟 藤森　佑輝 中村　仁貴 蔵楽　建哉

7 東洋大学

堀内　敦貴 細川　大介 富山　正樹 中里　秀平

8 国士舘大学

小日向　勇二 新井　成法 塚本　佳樹 酒主　航太
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大会結果-4  

ボードリレー 女子

順位 チーム名 備考

1 東海大学湘南校舎

一原　枝厘花 船津　美帆 照沼　可琳

2 日本体育大学

桜井　萌子 具志堅　夕 阿形　芽生

3 日本大学

木村　仁美 山口　恵奈 櫻井　美乃

4 順天堂大学

田之上　紗和子 中澤　葉月 牧　由佳

5 青山学院大学

白鳥　紗貴 小坂　芽衣 田村　汐帆理

6 東海大学清水校舎

鈴木　結子 國井　菜名 清水　麻衣子

7 杏林大学

板橋　未来 堀口　華代 丸　郁子

8 東京女子体育大学

竹内　ティアレ 佐々木　恵 末次　凜

ボードリレー 男子

順位 チーム名 備考

1 東海大学湘南校舎

福山　雅也 竹内　一平 石塚　康敬

2 国際武道大学

榎本　宏暉 谷田　和也 野々村　勇二

3 中央大学

小林　大我 塚本　涼太郎 佐藤　悠太

4 順天堂大学

田中　丈一 西崎　賢 大谷　俊樹

5 国士舘大学

谷脇　拓実 小日向　勇二 篠原　優太

6 日本体育大学

小林　駿太 佐藤　亮佑 岸田　興喜

7 成城大学

大野　芳誉 吉川　昂伸 信岡　海

8 日本大学

池端　拓海 重岡　寛也 鈴木　瑛久
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大会結果-5  

ボードレスキュー 女子

順位 チーム名 備考

1 日本女子体育大学

黒岩　美緒 山口　茜

2 日本体育大学

阿形　芽生 桜井　萌子

3 東海大学湘南校舎

船津　美帆 一原　枝厘花

4 順天堂大学

中澤　葉月 田之上　紗和子

5 早稲田大学

串田　愛 丸山　みどり

6 青山学院大学

小坂　芽衣 白鳥　紗貴

7 日本大学

櫻井　美乃 木村　仁美

8 東京女子体育大学

竹内　ティアレ 末次　凜

ボードレスキュー 男子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学

川嶋　駿介 岸田　興喜

2 早稲田大学

前田　侃亮 田丸　純太朗

3 東海大学湘南校舎

石塚　康敬 竹内　一平

4 国士舘大学

篠原　優太 谷脇　拓実

5 中央大学

佐藤　悠太 小林　大我

6 順天堂大学

弓削　匠 大谷　俊樹

7 成城大学

大野　芳誉 吉川　昂伸

8 杏林大学

浅見　有輝 知念　幸一郎



15 

大会結果-6  

オーシャンウーマンリレー 女子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学

北原　由実子 阿形　芽生 桜井　萌子 竹内　歩

2 東海大学湘南校舎

一原　枝厘花 船津　美帆 照沼　可琳 牧野　結衣

3 早稲田大学

小田　眞木子 串田　愛 丸山　みどり 大平　穂乃佳

4 慶應義塾大学

上野　真凜 藤巻　紗月 高村　星 清原　晴佳

5 東海大学清水校舎

石塚　鈴菜 鈴木　風花 鈴木　結子 南　理沙

オーシャンマンリレー 男子

順位 チーム名 備考

1 日本大学

池端　拓海 光野　智大 鈴木　瑛久 河野　裕一郎

2 東海大学湘南校舎

佐々木　駿 林　誠海 石塚　康敬 福山　雅也

3 国際武道大学

榎本　宏暉 永石　哲朗 野々村　勇二 吉川　喬哉

4 国士舘大学

酒主　航太 篠原　優太 谷脇　拓実 古越　友規

5 中央大学

佐藤　悠太 小林　大我 塚本　涼太郎 田中　一平

6 大阪体育大学

福井　佑都 児玉　拓二 大西　飛翔 橋谷　俊平

7 順天堂大学

田中　丈一 弓削　匠 大谷　俊樹 平紙　慎也

8 流通経済大学

椿　大志 亀谷　重思 小山　広将 千代　大斗
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大会結果-7  

ビーチリレー 女子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学

吉國　春菜 中田　碧 杉崎　友梨 竹内　歩

2 東京女子体育大学

平本　依吹 真部　夏 井口　彩紀 髙橋　紗那

3 日本女子体育大学

前川　紗槻 福村　理恵 伊佐　眞美子 渡部　世梨

4 東洋大学

神宮司　好美 岡田　真琴 田中　柚香 佐藤　里咲

5 順天堂大学

中村　紗也香 若林　明穂 宮原　凪沙 田之上　紗和子

6 東海大学湘南校舎

牧野　結衣 尼ヶ崎　羽鏡 今井　愛海 相原　凌子

7 東海大学清水校舎

柳　沙知香 石塚　鈴菜 清水　麻衣子 南　理沙

8 流通経済大学

大内　みのり 大柿　日和 瀬田　萌莉 今井　夏希

OP 選抜チーム

岡崎　美月 安達　奈緒 丸山　彩 喜瀬　知有良

ビーチリレー 男子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学

信坂　宜希 松村　稜 辻本　佳起 玉井　颯

2 杏林大学

北田　尚輝 小泉　雅樹 細越　寛瑛 保坂　涼太

3 日本大学

福村　颯太 大野　祥吾 柿崎　稔 河野　裕一郎

4 国士舘大学

原　実貴 藤田　大樹 飯田　侑樹 杉浦　悠

5 東海大学湘南校舎

嶋津　俊哉 柴田　爽生 小川　祐樹 福山　雅也

OP 選抜チーム

川面　啓祐 中村　晃大 渡邉　剛也 荒井　滉太郎

6 東洋大学

富山　正樹 竹田　陸央 中里　秀平 飯塚　洋介

7 成蹊大学

根本　遼 古栃　喜作 飯塚　勇二 東海林　颯

8 大阪体育大学

入江　司 西脇　滉希 柳下　卓弥 橋谷　俊平
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大会結果-8  

1km×3ビーチリレー 女子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学

生澤　安祐美 蜂須　静香 具志堅　夕

2 東海大学清水校舎

國井　菜名 清水　麻衣子 石塚　鈴菜

3 国士舘大学

小宅　芹菜 平野　季実子 伊勢　茉香呂

4 東京女子体育大学

菅野　紗帆 真部　夏 井口　彩紀

5 日本女子体育大学

筬矢　千尋 熊沢　葵 吉津　萌美

6 順天堂大学

坪内　郁実 中村　紗也香 田之上　紗和子

7 日本大学

谷　実久 臼田　史歩 高部　朱里

8 杏林大学

猿田　愛美 堀口　華代 丸　郁子

1km×3ビーチリレー 男子

順位 チーム名 備考

1 日本体育大学

渡邊　昂俊 神林　興生 小林　人生

2 順天堂大学

渡邉　剛也 濱村　勇太 弓削　匠

3 国際武道大学

柴崎　健太 塚野　優樹 井口　遥希

4 国士舘大学

出山　和典 佐滝　悠太 佐藤　大心

5 杏林大学

高橋　佑介 小泉　雅樹 栗田　恭輔

6 大阪体育大学

鵜飼　智生 大西　飛翔 遠山　優生

7 流通経済大学

幸田　咲菜 吉津　萌美 千代　大斗

8 東海大学湘南校舎

熊谷　健太郎 遠藤　佑介 石塚　康敬
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大会結果-11  

NO チーム名 判定 得点

2 青山学院大学 C 0

3 茨城大学 B 0

4 大阪体育大学 B 0

7 杏林大学 B 0

8 慶應義塾大学 B 0

9 國學院大學 C 0

10 国際武道大学 A 8

11 国士舘大学 C 0

12 実践女子大学 B 0

13 順天堂大学 B 0

14 成蹊大学 C 0

15 成城大学 A 8

16 専修大学 B 0

18 拓殖大学 B 0

19 千葉大学 A 8

20 千葉科学大学 A 8

21 中央大学 A 8

23 筑波大学 A 8

24 帝京大学 A 8

25 東海大学清水校舎 A 8

26 東海大学湘南校舎 B 0

27 東京女子体育大学 A 8

28 東洋大学 B 0

29 新潟産業大学 B 0

30 日本女子体育大学 B 0

31 日本女子大学 B 0

32 日本体育大学 A 8

33 日本大学 B 0

35 福井県立大学 A 8

38 法政大学 C 0

39 明治大学 B 0

40 明星大学 A 8

41 横浜薬科大学 A 8

42 流通経済大学 B 0

43 早稲田大学 B 0

第３２回全日本学生ライフセービング選手権大会

BLSアセスメント（女子）　結果
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大会結果-9  

★総合成績★ 男子

順位 チーム名 得点

1 国士舘大学 57

2 日本体育大学 52

3 東海大学湘南校舎 49

4 日本大学 41

5 国際武道大学 36

6 法政大学 29

7 中央大学 26

8 早稲田大学 23

第32回全日本学生ライフセービング選手権大会

チーム総合
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大会結果-10  

★総合成績★ 女子

順位 チーム名 得点

1 日本体育大学 77

2 日本女子体育大学 55

3 東海大学湘南校舎 43

4 東京女子体育大学 41

5 早稲田大学 31

6 東海大学清水校舎 29

7 順天堂大学 23

8 慶應義塾大学 20

第32回全日本学生ライフセービング選手権大会

チーム総合
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競技写真-1 

サーフレース 

サーフスキーレース 

オーシャンマン/オーシャンウーマン 

ビーチスプリント 

ビーチフラッグス 
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競技写真-2 

レスキューチューブレスキュー 

ボードリレー 

ボードレスキュー 

オーシャンマンリレー/ウーマンリレー 

ビーチリレー 
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競技写真-3 

１km×３ビーチリレー 

ＢＬＳアセスメント 

スナップ 
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表彰式写真 

※開会式は、荒天により中止 

■ご来賓挨拶 

御宿町長 石田 義廣 様 

■主催者挨拶 

日本ライフセービング協会 学生部長 丸田 重夫  


