
個人 男子 200m 障害物スイム 個人 女子 200m 障害物スイム

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 成蹊大学 2:04.37 1 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 早稲田大学 2:16.08 日本新

2 荒生　拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 日本大学 2:05.29 2 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 国士舘大学 2:20.54
3 江藤　亜門 ｴﾄｳ ｱﾓﾝ 早稲田大学 2:07.14 3 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 早稲田大学 2:23.81
4 瀧川　隆史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 東海大学湘南 2:07.63 4 塩原　あかり ｼｵﾊﾞﾗ ｱｶﾘ 東海大学湘南 2:24.64
5 中谷　理人 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾘﾄ 東海大学湘南 2:07.64 5 田中　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 法政大学 2:24.88
6 那須　凜人 ﾅｽ ﾘﾝﾄ 日本大学 2:08.20 6 小田　真紀子 ｵﾀﾞ ﾏｷｺ 早稲田大学 2:27.13
6 渡部　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 法政大学 2:08.20 7 佐藤　遥 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 東海大学湘南 2:28.07
8 大平　駿 ｵｵﾋﾗ ｼｭﾝ 日本体育大学 2:08.29 8 石岡　美咲 ｲｼｵｶ ﾐｻｷ 日本大学 2:29.12

個人 男子 50m マネキンキャリー 個人 女子 50m マネキンキャリー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 大島圭介 ｵｵｼﾏ　ｹｲｽｹ 神奈川大学 31.60 大会新 1 阪本佳凪子 ｻｶﾓﾄｶﾅｺ 日本体育大学 37.98 大会新

2 坂本陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 日本体育大学 32.48 大会新 2 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 東海大学湘南 40.63
3 幡野圭祐 ﾊﾀﾉ　ｹｲｽｹ 日本体育大学 32.85 3 小林　愛菜 ｺﾊﾞﾔｼｱｲﾅ 日本体育大学 41.00
4 荒生拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 日本大学 33.20 3 大山　玲奈 ｵｵﾔﾏﾚｲﾅ 早稲田大学 41.00
5 廣田諒 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 神奈川大学 33.33 5 遠口　紀子 ﾄｳｸﾞﾁ　ﾉﾘｺ　 東海大学湘南 41.86
5 古泉俊二朗 ｺｲｽﾞﾐ  ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 東海大学湘南 33.33 6 丸山　みどり ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 早稲田大学 41.89
7 山口渓 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 日本大学 33.39 7 荒井　美結 ｱﾗｲ　ﾐﾕｲ 法政大学 42.02
8 岡田充弘 ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 中京大学 33.52 8 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁﾘｶ 東海大学湘南 42.67
8 田家友也 ﾀﾝｹﾞ　ﾄﾓﾔ 日本大学 33.52

個人 男子 100m レスキューメドレー 個人 女子 100m レスキューメドレー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 大島　圭介 ｵｵｼﾏ　ｹｲｽｹ 神奈川大学 1:06.73 大会新 1 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ　ﾕｶ 国士舘大学 1:19.37 大会新

2 幡野　圭祐 ﾊﾀﾉ　ｹｲｽｹ 日本体育大学 1:09.45 2 遠口　紀子 ﾄｳｸﾞﾁ　ﾉﾘｺ　 東海大学湘南 1:23.68
3 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ　ﾄﾓﾔ 日本大学 1:09.55 3 荒井　美結 ｱﾗｲ　ﾐﾕｲ 法政大学 1:24.65
4 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ　ｹﾝｲﾁ 日本体育大学 1:09.97 4 江部　愛里菜 ｴﾍﾞ　ｴﾘﾅ 日本体育大学 1:25.79
5 那須　凜人 ﾅｽ　ﾘﾝﾄ 日本大学 1:10.77 5 長江　亜実 ﾅｶﾞｴ　ｱﾐ 流通経済大学 1:26.31
6 渡辺　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾕｷ 法政大学 1:11.66 6 佐藤　遥 ｻﾄｳ　ﾊﾙｶ 東海大学湘南 1:27.41
7 中谷　理人 ﾅｶﾀﾆ　ﾉﾘﾄ 東海大学湘南 1:11.78 7 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ　ﾕｷ　 日本大学 1:27.60
8 酒巻　優太 ｻｶﾏｷ　ﾕｳﾀ 東海大学湘南 1:12.36 8 寺坂　恵実 ﾃﾗｻｶ　ﾒｸﾞﾐ 日本体育大学 1:28.55

個人 男子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン 個人 女子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 榊原司 ｻｶｷﾊﾞﾗﾂｶｻ 早稲田大学 53.66 大会新 1 渡邉来美 ﾜﾀﾅﾍﾞｸﾙﾐ 日本体育大学 1:03.34 大会新

2 鈴木健一 ｽｽﾞｷｹﾝｲﾁ 日本体育大学 53.98 大会新 2 柿澤明日香 ｶｷｻﾞﾜｱｽｶ 日本大学 1:04.17 大会新

3 江藤亜門 ｴﾄｳｱﾓﾝ 早稲田大学 54.54 大会新 3 船津美帆 ﾌﾅﾂﾐﾎ 東海大学湘南 1:07.13 大会新

4 森田大地 ﾓﾘﾀﾀﾞｲﾁ 成蹊大学 55.20 4 笠原美紀 ｶｻﾊﾗﾐｷ 日本体育大学 1:07.98 大会新

5 亀ノ上僚仁 ｶﾒﾉｳｴﾄﾓﾋﾄ 国際武道大学 55.22 5 長江亜実 ﾅｶﾞｴｱﾐ 流通経済大学 1:08.25
6 小林海 ｺﾊﾞﾔｼﾏﾘﾝ 大阪体育大学 55.42 6 速水愛 ﾊﾔﾐｽﾞｱｲ 日本大学 1:08.52
7 宇治川仁人 ｳｼﾞｶﾜﾏｻﾄ 日本大学 56.14 7 土井夢子 ﾄﾞｲﾕﾒｺ 日本女子体大 1:08.75
8 山崎勇 ﾔﾏｻﾞｷﾕｳ 日本体育大学 57.24 8 北原由実子 ｷﾀﾊﾗﾕﾐｺ 日本体育大学 1:08.99

第６回全日学生本ライフセービングプール選手権大会　　競技結果
2014年12月 6日（土）～ 7日（日）　　於：浜松市総合水泳場（静岡県浜松市）
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第６回全日学生本ライフセービングプール選手権大会　　競技結果
2014年12月 6日（土）～ 7日（日）　　於：浜松市総合水泳場（静岡県浜松市）

個人 男子 100m マネキントウ・ウィズフィン 個人 女子 100m マネキントウ・ウィズフィン

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 宇治川　仁人 ｳｼﾞｶﾜﾏｻﾄ 日本大学 57.74 大会新 1 阪本佳凪子 ｻｶﾓﾄｶﾅｺ 日本体育大学 1:04.01 大会新

2 小林　海 ｺﾊﾞﾔｼﾏﾘﾉ 大阪体育大学 59.58 2 渡邉来美 ﾜﾀﾅﾍﾞｸﾙﾐ 日本体育大学 1:06.33
3 山口　渓 ﾔﾏｸﾞﾁｹｲ 日本大学 59.64 3 高柴瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞﾙｲ 早稲田大学 1:07.88
4 山崎　勇 ﾔﾏｻﾞｷﾕｳ 日本体育大学 1:00.00 3 柿澤明日香 ｶｷｻﾞﾜｱｽｶ 日本大学 1:07.88
5 湯浅　泰旺 ﾕｱｻﾀｲｵｳ 明治大学 1:00.22 5 平野夏実 ﾋﾗﾉﾅﾂﾐ 東海大学湘南 1:08.02
6 宮越　太輔 ﾐﾔｺｼﾀｲｽｹ 日本体育大学 1:00.36 6 高橋愛海 ﾀｶﾊｼﾏﾅﾐ 慶應義塾大学 1:08.48
7 上野　凌 ｳｴﾉﾘｮｳ 慶應義塾大学 1:00.56 7 船津美帆 ﾌﾅﾂﾐﾎ 東海大学湘南 1:08.93
8 中道　勇太 ﾅｶﾐﾁﾕｳﾀ 大阪体育大学 1:00.57 8 佐藤亜耶 ｻﾄｳｱﾔ 日本体育大学 1:09.54

個人 男子 200m スーパーライフセーバー 個人 女子 200m スーパーライフセーバー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 坂本　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 日本体育大学 2:18.62 日本新 1 江部　愛里菜 ｴﾍﾞ ｴﾘﾅ 日本体育大学 2:46.80
2 榊原　司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂｶｻ 早稲田大学 2:20.95 大会新 2 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 東海大学湘南 2:48.05
3 湯浅　泰旺 ﾕｱｻ ﾀｲｵｳ 明治大学 2:23.18 大会新 3 大山　玲菜 ｵｵﾔﾏ ﾚｲﾅ 早稲田大学 2:48.71
4 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 慶応義塾大学 2:25.82 4 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南 2:49.20
5 廣田　諒 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳ 神奈川大学 2:25.83 5 高橋　志穂 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 新潟産業大学 2:50.79
6 松林　俊樹　 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 法政大学 2:27.67 6 渋谷　祐未 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾐ 日本女子体育 2:53.80
7 田中　海良 ﾀﾅｶ ｶｲﾗ 拓殖大学 2:38.82 7 小林　愛菜 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 日本体育大学 2:55.71
8 瀧川　隆史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 東海大学湘南 2:41.80 8 田辺　美咲 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 日本体育大学 2:57.14

チーム 男子 4×50m 障害物リレー チーム 女子 4×50m 障害物リレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 鈴木　健一　・　坂本　陸　・　川島　駿介　･　幡野　圭祐 1:45.85 大会新 1 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 平野　夏実　･　竹内　梨夏　･　塩原あかり　･　中島静香 2:00.30 大会新

2 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 瀧川　隆文　･　酒巻　優太　･　寒河江　健太　・　中谷　理人1:45.92 大会新 2 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 坂本　佳凪子　･　原田果菜子　･　江部　愛里菜　･　小林愛菜 2:01.78 大会新

3 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 荒生　拓人　・　宇治川　仁人　･　大野　祥吾　･　田家　友也1:46.85 3 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 大山　玲奈　･　竹内　芽衣　･　丸山　みどり　･　高柴瑠衣 2:03.08
4 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 廣田　諒　･　大島　圭介　･　徳元　将太郎　･　北畑　優成 1:47.48 4 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 柿沢　明日香　･　清水　友紀　･　石岡　美咲　･　内藤由里恵 2:05.57
5 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 藤森　祐輝　･　坂本　拓也　･　黒木　健太　･　福井　祐都 1:50.15 5 日本女子体大 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲﾀﾞｲ 津川　茉由子　･　山口　智可　･　清水　楓　･　土井　夢子 2:06.10
6 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中村　嶺　･　増田　祥一郎　･　岡田　充弘　･　五藤　恵輔 1:50.57 6 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 田中　舞　･　宮　奏子　･　荒井　美結　･　三宅久美子　 2:11.05
7 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 金丸　大将　･　榊原　司　･　藤崎　祥平　･　江藤　亜門 1:50.77 7 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 仲　麻利　･　柴崎　るり　･　木ノ本百香　･　上倉　海月　 2:11.66
8 成蹊大学 ｾｲｹｲﾀﾞｲｶﾞｸ 古栃　喜作　･　矢吹　拓郎　･　阿部　恵也　･　森田　大地 1:51.91 8 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ長江　亜実　･　藤平　弘子　･　手塚美穂　･　今井　夏希 2:12.17

チーム 男子 4×25m マネキンリレー チーム 女子 4×25m マネキンリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 坂本　陸・鈴木　雄三郎・鈴木　健一・幡野　圭祐 1:13.48 日本新 1 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 平野夏実・佐藤遥・竹内梨夏・中島静香 1:29.38 大会新

2 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 荒生　拓人・中村　夏貴・田家　友也・鳥部　駿介 1:13.89 日本新 2 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 渡邉来美・坂本佳凪子・小林愛菜・鈴木理乃 1:31.87 大会新

3 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 寒河江　健太・古泉　俊二郎・中野　諒八・酒巻　優太 1:15.91 大会新 3 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 大山玲奈・丸山みどり・高柴瑠衣・竹内芽衣 1:37.91
4 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 廣田　諒・大島　圭介・徳元　将太郎・堀内　優 1:16.49 大会新 4 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 内藤由里恵・柿澤明日香・清水友紀・石岡美咲 1:38.45
5 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 江藤　亜門・田中　拓耶・榊原　司・金丸　大将 1:18.95 5 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ手塚美穂・藤平弘子・長江亜実・今井夏希 1:42.87
6 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 岡田　優樹・亀ノ上　僚仁・田中陽大・伊藤　弦太 1:22.02 6 日本女子体大 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ井出靖菜・津川茉由子・相馬紗織・山口智可 1:44.96
7 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 鬼沢　航・下脇　亮馬・深水　雄・中谷正紀 1:22.20 7 東京女子体大 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸ 安間美紗季・佐藤芽愛・佐々木恵・中山楓 1:47.12
8 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 岡田　充弘・浅野　智･五藤　恵輔・中村　嶺 1:23.89 8 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 柴崎るり・木ノ本百香・仲麻利・上倉海月 1:52.21
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第６回全日学生本ライフセービングプール選手権大会　　競技結果
2014年12月 6日（土）～ 7日（日）　　於：浜松市総合水泳場（静岡県浜松市）

チーム 男子 4×50m メドレーリレー チーム 女子 4×50m メドレーリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ大野悟・福井佑都・藤森佑輝・小林海 1:39.66 1 日本女子体大 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲﾀﾞｲ 津川　茉由子　･　野平　恵　･　城所　侑沙　･　金子 紗瑛 1:55.19
2 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 鈴木瑛久・滝口幸太・西方聖也・山口渓 1:40.76 2 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 尼ヶ崎　羽鏡　･　船津　美穂　･　遠口　紀子　･　野崎 彩 1:56.16
3 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ川島駿介・磯ヶ谷連・大平駿・小椋隆継 1:40.79 3 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 阿形　芽衣　･　北原　由実子　･　原田　果菜子　･　井熊 理子1:57.33
4 成蹊大学 ｾｲｹｲﾀﾞｲｶﾞｸ 古栃喜作・森田大地・山口祐貴・矢吹拓郎 1:43.45 4 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 仲　麻里　･　古川　知沙子　･　木ノ本　百香　･　上倉　海月 1:57.64
5 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 北畑優成・菊池洸貴・志田涼介・佐々木健人 1:43.71 5 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 小田　眞木子　･　串田　愛　･　本間汐里　･　丸山　みどり 2:00.13
6 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中谷正紀・鬼澤航・深水雄・下脇亮磨 1:44.19 6 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 青木　安莉沙　･　角谷　洸　･　長谷川　楓　･　今野　恵 2:03.04
7 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ 二宮裕明・中濱翔太・田中海良・大澤凌汰 1:45.01 7 東京女子体大 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲﾀﾞｲ 森川　友紀子　･　佐藤　芽愛　･　中山　楓　･　佐藤　実穂 2:04.22
8 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 笹森猛夫・森大樹・有賀滉・赤田樹皇 1:49.69 8 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 秋元　美咲　･　方波見　絵里奈　･　三浦　由紀乃 ･ 西林　晴菜 2:04.69

チーム 男子 ラインスロー チーム 女子 ラインスロー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ高橋源暉・池田知裕 11.64 大会新 1 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 丹羽久美・但野安菜 12.52 大会新

2 国際武道大学 ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 亀ノ上僚仁・安里翼 12.75 2 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 市川沙耶・奥秋李果 12.75 大会新

3 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ マッキートニー･半谷重章 13.03 3 東京女子体育大 ﾄｳｷｮｳﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 塚原舞・森川友紀子 14.94
4 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 鈴木健一・吉岡大輝 13.99 4 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ手塚美穂・坂入綾菜 18.18
5 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 鳥海翔矢・坂部卓生 14.35 5 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 遠口紀子・野崎彩 26.39
6 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 有賀滉・笹森猛夫 14.63 6 新潟産業大学 ﾆｲｶﾞﾀｻﾝｷﾞｮｳ 伊藤さゆみ・高橋志穂 26.72
7 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 山下友輔・細屋雄大 16.13 7 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 丸山みどり・大山玲奈 40.67
8 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 深水雄・八重澤雄太 17.25 8

チーム 男子 特別種目メドレーリレー チーム 女子 特別種目メドレーリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 大島圭介・北畑優成・廣田諒 1:38.37 1 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 坂本佳凪子・小林愛菜・江部愛里菜 1:49.55 大会新

2 日本体育大学 ﾆﾎﾝﾀｲｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 坂本陸・鈴木健一・幡野圭祐 1:38.69 2 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 塩原あかり・平野夏実・中島静香 1:50.15 大会新

3 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 宇治川仁人・那須凜斗・荒生拓人 1:38.97 3 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 柿澤明日香・清水友紀・内藤由里恵 1:54.08
4 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 岡田充弘・中村嶺・五藤恵輔 1:39.97 4 日本女子体大 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲﾀﾞｲ 金子紗瑛・土井夢子・山口智可 1:57.51
5 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 江藤亜門・金丸大将・榊原司 1:40.33 5 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 上倉海月・仲麻利・木ノ本百香 1:58.41
6 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 渡辺考之・澤木達哉・松林俊樹 1:40.55 6 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ長江亜実・今井夏希・藤平弘子 2:00.93
7 東海大学湘南 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 酒巻優太・寒河江健太・中谷理人 1:40.78 7 東京女子体育大 ﾄｳｷｮｳﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 佐藤芽愛・森川友紀子・中山楓 2:01.60
8 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ中道勇太・藤森佑輝・大西飛翔 1:40.86 8
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