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チーム 番号 チーム正式名称

1 岩井ライフセービングクラブ

2 大洗サーフライフセービングクラブ

3 大竹サーフライフセービングクラブ

4 御宿ライフセービングクラブ

5 鹿嶋ライフガードチーム

6 鴨川ライフセービングクラブ

7 下田ライフセービングクラブ

8 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ

9 白浜ライフセービングクラブ

10 館山サーフライフセービングクラブ

11 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

12 銚子ライフセービングクラブ

13 西浜サーフライフセービングクラブ

14 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

15 波崎サーフライフセービングクラブ

16 南伊豆ライフセービングクラブ

17 湯河原ライフセービングクラブ

このデータは、各チームからの申込情報を集計したデータです。万が一申し込まれた情報と異なる場合や、エント

リー変更したい場合には、募集要項類の指定の書式からメールで申請下さい。
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1 伊禮　拓実 ｲﾚｲ ﾀｸﾐ 岩井ライフセービングクラブ

1 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 岩井ライフセービングクラブ

1 塚越　心 ﾂｶｺｼ ｺｺﾛ 岩井ライフセービングクラブ

1 田山　友姫乃 ﾀﾔﾏ ﾕｷﾉ 岩井ライフセービングクラブ

1 加賀谷　美羽 ｶｶﾞﾔ ﾐﾊﾈ 岩井ライフセービングクラブ

1 大図　光陽 ｵｵｽﾞ ﾐﾂｱｷ 岩井ライフセービングクラブ

1 糸井　成 ｲﾄｲ ﾅﾙ 岩井ライフセービングクラブ

1 川隅　由貴 ｶﾜｽﾐ ﾕｳｷ 岩井ライフセービングクラブ

1 江畑　志保 ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ 岩井ライフセービングクラブ

1 前田　幸奈 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 岩井ライフセービングクラブ

2 榎本　拓未 ｴﾉﾓﾄ ﾀｸﾐ 大洗サーフライフセービングクラブ

2 北川　紘希 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 大洗サーフライフセービングクラブ

2 八木　魁斗 ﾔｷﾞ ｶｲﾄ 大洗サーフライフセービングクラブ

2 高根澤　立樹 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾘﾂｷ 大洗サーフライフセービングクラブ

2 葛西　怜太 ｶｻｲ ﾚｲﾀ 大洗サーフライフセービングクラブ

2 横田　大樹 ﾖｺﾀ ﾀﾞｲｷ 大洗サーフライフセービングクラブ

2 岩附　歩己 ｲﾜﾂｷ ｱﾕｷ 大洗サーフライフセービングクラブ

3 鶴薗　宏海 ﾂﾙｿﾞﾉ ﾋﾛｳﾐ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 金浦　颯杜 ｶﾅｳﾗ ﾊﾔﾄ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 藤枝　嘉月 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 雨宮　利明 ｱﾒﾐﾔ ﾄｼｱｷ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 鵜木　海緒 ｳﾉｷ ﾐｵ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 三浦　洸樹 ﾐｳﾗ ﾐﾂﾞｷ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 木村　瑞希 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 井上　泰雅 ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ 大竹サーフライフセービングクラブ

3 吉村　莉衣子 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲｺ 大竹サーフライフセービングクラブ

4 鈴木　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 御宿ライフセービングクラブ

4 福島　数基 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｷ 御宿ライフセービングクラブ

4 清水　航佑 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 御宿ライフセービングクラブ

4 日野原　朋季 ﾋﾉﾊﾗ ﾄﾓｷ 御宿ライフセービングクラブ

4 与那嶺　彰梧 ﾖﾅﾐﾈ ｼｮｳｺﾞ 御宿ライフセービングクラブ

4 村山　有里 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾘ 御宿ライフセービングクラブ

5 有田　蓮泉 ｱﾘﾀ ﾊｽﾐ 鹿嶋ライフガードチーム

5 小谷　優奈 ｺﾀﾆ ﾕﾅ 鹿嶋ライフガードチーム

このデータは、各チームからの申込情報を集計したデータです。万が一申し込まれた情報と異なる

場合や、エントリー変更したい場合には、募集要項類の指定の書式からメールで申請下さい。
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5 井澤　美奈 ｲｻﾞﾜ ﾐﾅ 鹿嶋ライフガードチーム

5 増田　陽太 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳﾀ 鹿嶋ライフガードチーム

5 荒井　百音 ｱﾗｲ ﾓﾈ 鹿嶋ライフガードチーム

5 柳生　梨那 ﾔｷﾞｭｳ ﾘﾅ 鹿嶋ライフガードチーム

5 松本　花 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 鹿嶋ライフガードチーム

5 吉永　裕亮 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ 鹿嶋ライフガードチーム

5 高崎　伶麻 ﾀｶｻｷ ﾘｮｳﾏ 鹿嶋ライフガードチーム

5 須田　邦彦 ｽﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 鹿嶋ライフガードチーム

6 佐藤　弘基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 鴨川ライフセービングクラブ

6 八木　愛海 ﾔｷﾞ ﾏﾅﾐ 鴨川ライフセービングクラブ

6 田中　綾 ﾀﾅｶ ｱﾔ 鴨川ライフセービングクラブ

6 森下　広大 ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 鴨川ライフセービングクラブ

6 内田　早紀 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 鴨川ライフセービングクラブ

6 坪内　舞 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾏｲ 鴨川ライフセービングクラブ

6 三好　雄稀 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 鴨川ライフセービングクラブ

7 相澤　虎大 ｱｲｻﾞﾜ ｺﾀﾞｲ 下田ライフセービングクラブ

7 青木　秀造 ｱｵｷ ｼｭｳｿﾞｳ 下田ライフセービングクラブ

7 酒井　優輔 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 下田ライフセービングクラブ

7 清水　洸建 ｼﾐｽﾞ ｺｳｹﾝ 下田ライフセービングクラブ

7 長瀬　柊 ﾅｶﾞｾ ｼｭｳ 下田ライフセービングクラブ

7 西川　太雅 ﾆｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 下田ライフセービングクラブ

7 益子　大和 ﾏｼｺ ﾔﾏﾄ 下田ライフセービングクラブ

7 山口　智史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 下田ライフセービングクラブ

7 阿部　桃子 ｱﾍﾞ ﾓﾓｺ 下田ライフセービングクラブ

7 大内　もえ ｵｵｳﾁ ﾓｴ 下田ライフセービングクラブ

8 中村　紗彩 ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ

8 海老澤　美空 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐｸ 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ

8 海老澤　瞭至 ｴﾋﾞｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ

8 沢島　広斗 ｻﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ

8 佐藤　有 ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ 昭和第一学園高等学校ライフセービングクラブ

9 茅沼　大羽 ｶﾔﾇﾏ ﾀﾞｲﾊ 白浜ライフセービングクラブ

9 大矢　幸恵 ｵｵﾔ ﾕｷｴ 白浜ライフセービングクラブ

9 中村　萌夏 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ 白浜ライフセービングクラブ

9 山本　万璃愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｱ 白浜ライフセービングクラブ

10 久保田　風子 ｸﾎﾞﾀ ﾌｳｺ 館山サーフライフセービングクラブ
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10 下脇　亮磨 ｼﾓﾜｷ ﾘｮｳﾏ 館山サーフライフセービングクラブ

10 今村　圭佑 ｲﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ 館山サーフライフセービングクラブ

10 徳応　涼輔 ﾄｸｵ ﾘｮｳｽｹ 館山サーフライフセービングクラブ

10 加藤　柊人 ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ 館山サーフライフセービングクラブ

10 井坂　渓人 ｲｻｶ ｹｲﾄ 館山サーフライフセービングクラブ

10 牧野　巧 ﾏｷﾉ ﾀｸﾐ 館山サーフライフセービングクラブ

10 堀部　雄大 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 館山サーフライフセービングクラブ

11 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

11 井野口　真大 ｲﾉｸﾁ ﾏﾅﾄ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

11 本名　新 ﾎﾝﾅ ｱﾗﾀ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

11 平野　沙羅 ﾋﾗﾉ ｻﾗ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

12 佐藤　嶺太郎 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 銚子ライフセービングクラブ

12 梅林　寛人 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 銚子ライフセービングクラブ

12 古金　源太 ﾌﾙｶﾈ ｹﾞﾝﾀ 銚子ライフセービングクラブ

12 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 銚子ライフセービングクラブ

12 設楽　大樹 ｼﾀﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 銚子ライフセービングクラブ

13 亀谷　重思 ｶﾒﾔ ｱﾂｼ 西浜サーフライフセービングクラブ

13 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

13 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

13 勝部　興 ｶﾂﾍﾞ ﾜﾀﾙ 西浜サーフライフセービングクラブ

13 鈴木　太陽 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 西浜サーフライフセービングクラブ

13 稲田　健太郎 ｲﾅﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 西浜サーフライフセービングクラブ

13 内堀　夏怜 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾚﾝ 西浜サーフライフセービングクラブ

13 吉本　翔 ﾖｼﾓﾄ ｶｹﾙ 西浜サーフライフセービングクラブ

13 志賀　海征 ｼｶﾞ ｶｲｾｲ 西浜サーフライフセービングクラブ

13 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

14 市川　直親 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 木村　啓人 ｷﾑﾗ ｹｲﾄ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 菅野　涼平 ｽｶﾞﾉ ﾘｮｳﾍｲ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 岸　瑛心 ｷｼ ｴｲｼﾝ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 森廣　想 ﾓﾘﾋﾛ ｿｳ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 正木　萌香 ﾏｻｷ ﾓｴｶ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 大久保　咲良 ｵｵｸﾎﾞ ｻｸﾗ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 正木　友海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

14 大岡　麻結 ｵｵｵｶ ﾏｲ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ
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14 双木　梨央 ﾅﾐｷ ﾘｵ 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ

15 村上　武瑠 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 波崎サーフライフセービングクラブ

15 牧野　友海 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾐ 波崎サーフライフセービングクラブ

15 速水　彩 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔ 波崎サーフライフセービングクラブ

15 奈良　行祐 ﾅﾗ ｺｳｽｹ 波崎サーフライフセービングクラブ

15 相馬　翔太 ｿｳﾏ ｼｮｳﾀ 波崎サーフライフセービングクラブ

15 細川　陽平 ﾎｿｶﾜ ﾖｳﾍｲ 波崎サーフライフセービングクラブ

16 井上　駿佑 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 南伊豆ライフセービングクラブ

16 岡田　大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 南伊豆ライフセービングクラブ

16 小久江　翔 ｵｸﾞｴ ｼｮｳ 南伊豆ライフセービングクラブ

16 一條　恵理子 ｲﾁｼﾞｮｳ ｴﾘｺ 南伊豆ライフセービングクラブ

16 久　源太 ﾋｻｼ ｹﾞﾝﾀ 南伊豆ライフセービングクラブ

17 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ

17 中鉢　夏希 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅﾂｷ 湯河原ライフセービングクラブ

17 堂薗　佑太 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳﾀ 湯河原ライフセービングクラブ

17 小菅　陽香 ｺｽｹﾞ ﾊﾙｶ 湯河原ライフセービングクラブ

17 岩出　航輔 ｲﾜｲﾃﾞ ｺｳｽｹ 湯河原ライフセービングクラブ

17 高橋　麗那 ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 湯河原ライフセービングクラブ

17 山尾　良寛 ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾛ 湯河原ライフセービングクラブ


