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日本ライフセービング協会

入谷　拓哉

　第 37 回全日本学生ライフセービング選手権大会を開催するにあたり、主催

者を代表し、謹んでご挨拶を申し上げます。

　御宿町と当協会とは 2015 年 12 月 12 日にライフセービングにおける相互協

力協定を締結し、御宿町は「ライフセービングのまち」として以前にも増して

ライフセーバーを温かく迎えてくださり、このことは関係する全ての方々のご

尽力の賜物と感謝いたします。

　新型コロナウイルスの影響により、2020 年度は開催を見送り、2021 年度は

開催したものの個人種目のみを実施をいたしました。本大会は 3年ぶりにチー

ム種目を含んだ全ての種目の実施を予定しています。ぜひ一致団結していただ

き、「チーム力」をいかんなく発揮していただきたいと思います。

　大会期間中は、イタリア・リッチョーネでは国際ライフセービング連盟主催

の「Lifesaving World Championships」が開催されています。日本代表として

23 名の日本人選手が派遣されており、この中には学生ライフセーバーも選出さ

れております。ぜひ、競技会に参加する全ての選手におかれましてはこうした

世界レベルを見据えて、日頃のトレーニングに励んでいただくことを期待して

います。

　結びに、本大会を開催するにあたり、ご協賛賜りました株式会社三洋物産、

株式会社三洋販売、ソニー生命保険株式会社、またご支援、ご協力賜りました

関係諸機関、関係各位に対しまして衷心より感謝申し上げます。

千葉県知事

　「第３７回全日本学生ライフセービング選手権大会」が、本県の御宿中央海

岸にて開催されますことを心よりお慶び申し上げます。選手・関係者をはじめ、

全国各地からお越しいただいた皆様を日本一のおもてなしで歓迎いたします。

　本県は、三方を海に囲まれ、美しく多様な海岸線を有しており、東京２０２

０オリンピック競技大会では、オリンピック史上初めて正式競技となったサー

フィン競技が一宮町釣ヶ崎海岸で開催されるなど、マリンスポーツが大変盛ん

です。

　また、開催地である御宿町には、江戸時代に沖合で座礁したサンフランシス

コ号に乗船していたドン・ロドリゴ一行を村民総出で救助した歴史があり、現

代にも人命救助を重視する精神が受け継がれております。

　本大会が、マリンスポーツが盛んで人命救助の歴史を有するこの地で開催さ

れることは大変意義深く、選手の皆様には、日頃の鍛錬の成果を十分に発揮さ

れるとともに、今大会を契機として、ライフセーバーの技術、体力の向上やラ

イフセービング活動の普及促進につながることを大いに期待しております。

　結びに、本大会の開催に御尽力された公益財団法人日本ライフセービング協

会をはじめ、関係者の皆様に敬意を表しますとともに、本大会の御成功と選手

の皆様の御健闘を祈念申し上げまして、あいさつといたします。

熊谷　俊人理事長

御宿町長

　第３７回 全日本学生ライフセービング選手権大会の開催をお祝い申し上げま

すとともに、全国より御宿町にお越しいただいた選手、並びに関係者の皆様に

心より歓迎を申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の影響下において、新型コロナウイルス感染症防

止対策を講じた上で本大会が開催されますことについて、選手の皆様をはじめ、

関係者の皆様が日頃からライフセービングの普及・発展にご尽力を重ねてこら

れた賜物と存じます。

　御宿町における海難救助の歴史は今から約４００年以上前に遡ります。１６

０９年（慶長１４年）９月にスペイン領フィリピン総督のドン・ロドリゴらが

乗った船がフィリピンからメキシコへの航海中、台風により御宿沖で座礁した

際に、村民総出で救助活動を行い、多くの乗組員を救出した史実があります。

　海難救助の史実が遺るこの御宿の地において、今を生きる選手の皆様が日頃

より積み重ねてこられた練習の成果を存分に発揮し、新たな人命救助の歴史の

扉を開くことを期待しております。コロナ禍に負けずに、学生の皆様の若い力

でこの大会を盛り上げていただきたいと思います。

　最後に、本大会の開催に向けてご尽力されました日本ライフセービング協会

や関係者の皆様に敬意を表しますとともに、本大会の御成功を祈念いたしまし

て、お祝いの言葉といたします。

石田　義廣

ご挨拶GREETING



青山学院大学 大阪体育大学 神奈川大学 鎌倉女子大学 九州産業大学 杏林大学 慶應義塾大学

国際基督教大学 国際武道大学 国士舘大学 順天堂大学 上智大学 成蹊大学 成城大学

拓殖大学 中央大学 中京大学 筑波大学 帝京大学 電気通信大学 東海大学静岡キャンパス

東海大学湘南校舎 東京女子体育大学 東洋大学 日本体育大学 日本女子体育大学 日本大学 福岡大学

法政大学 武蔵野大学 明治国際医療大学 明治大学 立教大学 流通経済大学 早稲田大学

名古屋工業大学

TE
IK
YO

チームキャップTEAM CAP



スタッフSTAFF
●大会役員
大会会長
大会副会長　※五十音順
大会役員　　※五十音順
●実行委員会
実行委員長
実行委員

●規律委員会
委員長
委員
●安全対策委員会
委員長
委員
●感染対策委員会
委員長
委員
●競技運営審判
チーフレフリー
リエゾンオフィサー
ヘッドスコアラー

セクショナルレフリー
マーシャル
スターター

コースジャッジ
ビデオ記録員
レコーダー

セクショナルレフリー
マーシャル
スターター

コースジャッジ
ビデオ記録員
レコーダー

セクショナルレフリー
マーシャル
スターター

コースジャッジ
ビデオ記録員
レコーダー

●大会関係スタッフ
器材・会場
安全課

医務
救護・トレーナー
気象海象情報
オフィシャルカメラ
広報
事務局
運営協力

＜ＩＲＢ審判員＞

＜ビーチエリア＞

＜サーフエリアＡ＞

＜サーフエリアＢ＞

入谷　拓哉（理事長）
高野　絵美（JLA副理事長） 松本　貴行（JLA副理事長）
石川　仁憲（JLA常務理事） 風間　隆宏（JLA常務理事） 宮部　周作（JLA常務理事） 大山　玲奈（JLA理事） 鎌田　綾子（JLA理事） 白井　勇喜（JLA理事） 中川　容子（JLA理事） 細田　直彦（JLA理事）

宮部　周作（ライフセービングスポーツ本部長） 青木　将展（ライフセービングスポーツ副本部長／スポーツ育成委員長）

上野　凌（ライフセービングスポーツ副本部長／スポーツ戦略委員長）出木谷　啓太（アスリート委員長）平藤　昌寛（競技安全委員長） 中島　典子（競技審判委員長） 中島　重之（競技審判委員） 白井　勇喜（学生本部長）
戸向　陽介（学生副本部長） 高野　絵美（広報室長） 林　昌広（千葉県ライフセービング協会／御宿ライフセービングクラブ） 伊藤　隆寛（千葉県ライフセービング協会／九十九里ライフセービングクラブ）
川地　政夫（事務局長） 水川　雅司（事務局職員／ライフセービングスポーツ副本部長）

宮部　周作
青木　将展 白井　勇喜 川地　政夫 水川　雅司

宮部　周作
中島　典子 伊藤　隆寛 川地　政夫 水川　雅司

宮部　周作
朽方　規喜（医務担当） 笠原　政志（国際武道大学トレーナーチーム） 青木　将展 川地　政夫 水川　雅司

梶本　道彦
吉田　健博
相馬　義彦 奥村　優果 國澤　健大 長束　祐希

日馬　孝昌
中根　大文 根本　大輝
原田　剛 谷上　洸三郎
井上　祐里 坂本　靖 梅田　裕章 佐野　友海 永田　春菜 高下　千代 西　由香子 榎園　翔海 鶴田　将斗 田中　綾乃 市川　彩花 鈴木　浩一　24猪又　美佳　25
谷中　一朝 佐々木　莉子 児玉　燦
坂本　千佳子 市川　彩花

水川　雅司
岡部　拓 富澤　奈菜美
五十嵐　章雄 京野　裕真
齋藤　良太 平藤　昌寛 赤荻　愛 平野　沙羅 西田　一生 八百市　亮太 松岡　翼希 益子　大和 野澤　優太 加藤　実那
竹内　翔 飯嶋　萌果 安井　穂乃香
川隅　しのぶ 高田　さくら

藤田　善照
大熊　明日香 細金　さくら
林　昌広 中島　静香
毛利　智 阿部　健 伊藤　結希 西　由香子 藁谷　太一 高橋　佳樹 菅井　美希 和田　浩介 パン　ユーフォン手島　すず
大熊　順一 尾鷲　あみ 堀江　彩奈
宮川　悠斗 久保　裕貴

伊藤　隆寛 飯塚　剛志 上野　義洋 秋池　悠太 和田　茉奈実

御宿町 御宿ライフセービングクラブ
加藤　圭織 井高　絵蓮 矢本　彩菜 江川　陽介 木島　悠太朗 森　勇人 安河内　雅人 安田　春暁 鈴木　慎一 首藤　由樹 田村　和輝 鈴木　海翔
松木　智哉 柴﨑　大樹 川瀬　大地 和栗　正浩 井藤　秀晃 島袋　誠人 岡田　瑛一 森　良祐 板垣　俊輔
朽方　規喜
笠原　政志 国際武道大学トレーナーチーム
小川　和幸 （WATER　KIDS　JAPAN）
菅沼　浩
山口　智史
川地　政夫 中山　昭 佐藤　洋二郎 水川　雅司
学生委員会 本多　通真（オフサイド）



選手一覧PLAYERS
5 045 津曲　優太朗 ﾂﾏｶﾞﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 男 17 233 鎌田　晃太朗 ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男
5 046 田中　響 ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ 男 17 234 清水　貫智 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾁ 男

1 001 池端　花 ｲｹﾊﾀ ﾊﾅ 女 9 093 鈴木　友弥 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 男 11 142 小平　杏 ｺﾋﾗ ｱﾝ 女 14 188 石黒　七都 ｲｼｸﾞﾛ ﾅﾂ 女
1 002 小松　彩香 ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 女 9 094 和泉澤　渉 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾜﾀﾙ 男 11 143 牧浦　そよ ﾏｷｳﾗ ｿﾖ 女 14 189 今井　柚歩 ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾎ 女
1 003 村井　美月 ﾑﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 女 6 047 小倉　彬茄 ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ 女 9 095 鈴木　大雅 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 男 11 144 松本　優 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 女 14 190 鈴木　日奈子 ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 女 18 235 木村　瑞希 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 女
1 004 角谷　はな ｶｸﾀﾆ ﾊﾅ 女 6 048 平澤　優衣 ﾋﾗｻﾜ ﾕｲ 女 9 096 佐藤　孝太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 男 11 145 加藤　愛 ｶﾄｳ ﾏﾅ 女 14 191 中村　凛南 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 女 18 236 遠藤　明日香 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽｶ 女
1 005 田畑　有香 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｶ 女 6 049 武内　七海 ﾀｹｳﾁ ﾅﾅﾐ 女 9 097 西澤　光太郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 男 11 146 神田　萌花 ｶﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 女 14 192 宮田　果絵 ﾐﾔﾀ ｶｴ 女 18 237 佐川　陽香 ｻｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 女
1 006 鈴木　ゆりか ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ 女 6 050 刑部　綾 ｵｻｶﾍﾞ ｱﾔ 女 9 098 横尾　達丸 ﾖｺｵ ﾀﾂﾏﾙ 男 11 147 玉川　舞佳 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏｲｶ 女 14 193 西山　太智 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲﾁ 男 18 238 雨宮　利明 ｱﾒﾐﾔ ﾄｼｱｷ 男
1 007 米澤　圭 ﾖﾈｻﾞﾜ ｹｲ 女 6 051 江田　賢二郎 ｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 男 9 099 髙野　蕉陽 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾖｳ 男 11 148 後野　百香 ｳｼﾛﾉ ﾓﾓｶ 女 14 194 内山　弘基 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ 男 18 239 石川　大智 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 男
1 008 村尾　美海 ﾑﾗｵ ﾐｳ 女 6 052 齋藤　大樹 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 男 9 100 和久津　泰斗 ﾜｸﾂ ﾀｲﾄ 男 11 149 追川　那瑠弥 ｵｲｶﾜ ﾅﾙﾐ 女 14 195 進士　昂 ｼﾝｼﾞ ｺｳ 男 18 240 田中　健士 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 男
1 009 鳥居　大和 ﾄﾘｲ ﾔﾏﾄ 男 6 053 北村　太輝 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲｷ 男 9 101 齋藤　光海 ｻｲﾄｳ ｺｳ 男 11 150 菊地　琴梨 ｷｸﾁ ｺﾄﾘ 女 14 196 津村　晃成 ﾂﾑﾗ ｺｳｾｲ 男
1 010 中村　慈英 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｴｲ 男 6 054 大久保　広都 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ 男 11 151 駒谷　帆香 ｺﾏﾔ ﾎﾉｶ 女 14 197 髙田　賢昇 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ 男
1 011 村上　武瑠 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 男 6 055 高松　侑太朗 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳﾀﾛｳ 男 11 152 島本　夏凜 ｼﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ 女 14 198 齋藤　光飛 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾀｶ 男 19 241 田口　祐衣 ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ 女
1 012 尾木　貴允 ｵｷﾞ ﾀｶﾐﾂ 男 6 056 齋藤　仁吾 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝｺﾞ 男 10 102 河原　夏音 ｶﾜﾊﾗ ｶﾉﾝ 女 11 153 林　佳実 ﾊﾔｼ ﾖｼﾐ 女 14 199 浦田　亜蓮 ｳﾗﾀ ｱﾚﾝ 男 19 242 田中　麻美 ﾀﾅｶ ﾏﾐ 女
1 013 櫻澤　大輝 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 男 6 057 志村　友翼 ｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男 10 103 宮川　京佳 ﾐﾔｶﾜ ｷｮｳｶ 女 11 154 山中　みのり ﾔﾏﾅｶ ﾐﾉﾘ 女 14 200 本澤　匠真 ﾎﾝｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 男 19 243 花井　馨大 ﾊﾅｲ ﾖｼﾋﾛ 男

6 058 千葉　壽也 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾔ 男 10 104 鹿取　初姫 ｶﾄﾘ ﾊﾂｷ 女 11 155 島田　弥子 ｼﾏﾀﾞ ﾐｺ 女 19 244 田中　英俊 ﾀﾅｶ ｴｲｼｭﾝ 男
6 059 高橋　湧太郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 男 10 105 大内　もえ ｵｵｳﾁ ﾓｴ 女 11 156 野口　璃流 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾙ 女 19 245 中村　織音 ﾅｶﾑﾗ ｵﾘﾄ 男

2 014 佃　遥介 ﾂｸﾀﾞ ﾖｳｽｹ 男 6 060 木下　裕介 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｽｹ 男 10 106 石野　夏未 ｲｼﾉ ﾅﾂﾐ 女 11 157 松島　颯音 ﾏﾂｼﾏ ｶｻﾞﾈ 女 15 201 秋葉　美穂 ｱｷﾊﾞ ﾐﾎ 女 19 246 谷口　日向 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 男
2 015 谷岡　岳久 ﾀﾆｵｶ ｶﾞｸ 男 6 061 千葉　裕太 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 男 10 107 上田　紗來 ｳｴﾀﾞ ｻﾗ 女 11 158 小野　慧伍 ｵﾉ ｹｲｺﾞ 男 15 202 岡本　真佑奈 ｵｶﾓﾄ ﾏﾕﾅ 女 19 247 花澤　祐紀 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ 男
2 016 山本　悠平 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 男 6 062 森本　潤平 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 10 108 矢澤　愛 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅ 女 11 159 古賀　大晴 ｺｶﾞ ﾀｲｾｲ 男 15 203 村山　有里 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾘ 女 19 248 山田　一輝 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男
2 017 山口　怜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ 男 6 063 佐川　誠也 ｻｶﾞﾜ ｾｲﾔ 男 10 109 江田　望実 ｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 女 11 160 宮本　拓海 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 男 15 204 小倉　夕奈 ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ 女 19 249 中嶋　友輝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 男
2 018 雲　諒斗 ｸﾓ ﾘｮｳﾄ 男 6 064 黒木　一翔 ｸﾛｷ ｲｯﾄ 男 10 110 中原　栞理 ﾅｶﾊﾗ ｼｵﾘ 女 11 161 島　優太 ｼﾏ ﾕｳﾀ 男 15 205 八島　侑里 ﾔｼﾏ ﾕﾘ 女
2 019 東　鈴成 ﾋｶﾞｼ ｽｽﾞﾅﾘ 男 6 065 中村　政哉 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 男 10 111 田口　岬 ﾀｸﾞﾁ ﾐｻｷ 男 11 162 渡邊　航矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾔ 男 15 206 熊谷　駿一 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝｲﾁ 男
2 020 原　昴汰 ﾊﾗ ｺｳﾀ 男 6 066 門坂　宗祐 ｶﾄﾞｻｶ ｼｭｳｽｹ 男 10 112 井上　駿佑 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 男 11 163 森井　渉 ﾓﾘｲ ｼｮｳ 男 15 207 福島　数基 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｷ 男 20 250 城田　嵐 ｼﾛﾀ ｱﾗｼ 男
2 021 高橋　寛太 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ 男 6 067 内藤　創太 ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀ 男 10 113 辻井　勇史 ﾂｼﾞｲ ﾕｳｼ 男 11 164 設楽　大樹 ｼﾀﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 男 15 208 清水　航佑 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 男
2 022 松本　優斗 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 男 6 068 澤村　和真 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 男 10 114 吉田　慶太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 男 11 165 河野　海里 ｺｳﾉ ｶｲﾘ 男 15 209 日野原　朋季 ﾋﾉﾊﾗ ﾄﾓｷ 男
2 023 森田　優希 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 男 6 069 西川　太雅 ﾆｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ 男 10 115 赤間　拓夢 ｱｶﾏ ﾀｸﾑ 男 11 166 中野　優喜 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 男 15 210 古田　慎之助 ﾌﾙﾀ ｼﾝﾉｽｹ 男 21 251 中川　あや ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔ 女
2 024 杉本　幸輝 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｷ 男 6 070 伊藤　真生 ｲﾄｳ ﾏｵ 男 10 116 川端　優輝 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 男 11 167 松波　諒哉 ﾏﾂﾅﾐ ﾘｮｳﾔ 男 15 211 加藤　優汰 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 男 21 252 坂本　潮音 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾈ 女
2 025 下山　竜也 ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 男 10 117 酒井　優輔 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 男 11 168 竹山　諒 ﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ 男 15 212 三上　拓琉 ﾐｶﾐ ﾀｸﾙ 男 21 253 瀧元　沙苗 ﾀｷﾓﾄ ｻﾅｴ 女

10 118 近藤　拓 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸ 男 11 169 仲上　大翔 ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ 男 15 213 松原　清尚 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾋｻ 男 21 254 町田　楓 ﾏﾁﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 女
7 071 奥野　結実 ｵｸﾉ ﾕﾐ 女 10 119 服部　昴 ﾊｯﾄﾘ ｽﾊﾞﾙ 男 11 170 駒津　颯 ｺﾏﾂﾞ ﾊﾔﾄ 男 15 214 船山　和樹 ﾌﾅﾔﾏ ｶｽﾞｷ 男 21 255 榎本　裕子 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｺ 女

3 026 吉田　絢香 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 女 7 072 村尾　美海 ﾑﾗｵ ﾐｳ 女 10 120 横澤　広翔 ﾖｺｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 男 11 171 山形　陽真 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾙﾏ 男 15 215 小沼　駿之介 ｵﾇﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ 男 21 256 牛沢　帆夏 ｳｼｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 女
3 027 菅谷　帆那 ｽｶﾞﾔ ﾊﾝﾅ 女 7 073 桑名　君佳 ｸﾜﾅ ｷﾐｶ 女 10 121 佐々木　周 ｻｻｷ ｲﾀﾙ 男 11 172 内藤　悟 ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾘ 男 21 257 久木　翠 ﾋｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 女
3 028 小久江　翔 ｵｸﾞｴ ｼｮｳ 男 7 074 光藤　果歩 ﾐﾂﾄﾞｳ ｶﾎ 女 10 122 田代　晃啓 ﾀｼﾛ ｱｷﾋﾛ 男 11 173 石川　泰智 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 男 21 258 島倉　遥乃 ｼﾏｸﾗ ﾊﾙﾉ 女
3 029 内田　空我 ｳﾁﾀﾞ ｸｳｶﾞ 男 7 075 市川　美優 ｲﾁｶﾜ ﾐｳ 女 10 123 倉田　和明 ｸﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 男 11 174 染谷　騎平 ｿﾒﾔ ｷｯﾍﾟｲ 男 16 216 大谷　純加 ｵｵﾀﾆ ｽﾐｶ 女 21 259 小坂　瑞葵 ｺｻｶ ﾐﾂﾞｷ 女
3 030 立石　隆真 ﾀﾃｲｼ ﾘｭｳﾏ 男 7 076 中西　春乃 ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾉ 女 10 124 河嶋　大地 ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 男 16 217 佐竹　瑞紀 ｻﾀｹ ﾐｽﾞｷ 女 21 260 波多野　真帆 ﾊﾀﾉ ﾏﾎ 女
3 031 星　涼佑 ﾎｼ ﾘｮｳｽｹ 男 7 077 瀧口　真衣 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏｲ 女 10 125 小澤　岳広 ｵｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 男 16 218 池田　葵 ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ 女 21 261 𠮷 　拓海 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 男
3 032 長岡　佑季 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ 男 7 078 鈴木　耀太 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 男 10 126 内田　拓成 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾅﾘ 男 12 175 菊永　梨々香 ｷｸﾅｶﾞ ﾘﾘｶ 女 16 219 泉　沙智子 ｲｽﾞﾐ ｻﾁｺ 女 21 262 原　走太 ﾊﾗ ｿｳﾀ 男
3 033 糸井　成 ｲﾄｲ ﾅﾙ 男 7 079 日高　昴 ﾋﾀﾞｶ ｽﾊﾞﾙ 男 10 127 小林　巧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 男 12 176 二宮　幸加 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｷｶ 女 16 220 真柳　結菜 ﾏﾔﾅｷﾞ ﾕﾅ 女 21 263 深美　正聡 ﾌｶﾐ ﾏｻﾄｼ 男
3 034 矢崎　翔也 ﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾔ 男 7 080 羽鳥　紘輝 ﾊﾄﾘ ｺｳｷ 男 10 128 原田　大暉 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｷ 男 12 177 金井　姫乃 ｶﾅｲ ﾋﾒﾉ 女 16 221 石田　彩海 ｲｼﾀﾞ ｱﾔﾐ 女 21 264 小澤　辰郎 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ 男
3 035 小菅　怜能 ｺｽｶﾞ ﾚﾉ 男 7 081 田口　真貴 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ 男 10 129 丸山　開誠 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ 男 12 178 今井　拓也 ｲﾏｲ ﾀｸﾔ 男 16 222 阿藤　千咲 ｱﾄｳ ﾁｻｷ 女 21 265 菊池　魁 ｷｸﾁ ｶｲ 男
3 036 渡部　創志郎 ﾜﾀﾍﾞ ｿｳｼﾞﾛｳ 男 7 082 平岡　由宇 ﾋﾗｵｶ ﾕｳ 男 10 130 清水　翔生 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｾｲ 男 12 179 緑川　航太 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｺｳﾀ 男 16 223 榎　萌々子 ｴﾉｷ ﾓﾓｺ 女 21 266 竹内　健 ﾀｹｳﾁ ﾀｹﾙ 男

7 083 黒須　智晴 ｸﾛｽ ﾄﾓﾊﾙ 男 10 131 根本　陽 ﾈﾓﾄ ﾊﾙ 男 16 224 久松　匠太朗 ﾋｻﾏﾂ ｼｮｳﾀﾛｳ 男 21 267 吉田　建人 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 男
7 084 小森　健登 ｺﾓﾘ ｹﾝﾄ 男 10 132 有賀　陽樹 ｱﾘｶﾞ ﾊﾙｷ 男 16 225 奈良　行祐 ﾅﾗ ｺｳｽｹ 男 21 268 中西　陽太郎 ﾅｶﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ 男

4 037 速水　彩 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔ 女 7 085 杉浦　貴紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾉﾘ 男 10 133 中島　快 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ 男 13 180 久下沼　和歌菜 ｸｹﾞﾇﾏ ﾜｶﾅ 女 16 226 柴田　友寛 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男 21 269 富山　直樹 ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵｷ 男
7 086 鈴木　駿太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男 10 134 海老澤　瞭至 ｴﾋﾞｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 男 13 181 亀澤　麗 ｶﾒｻﾞﾜ ﾚｲ 女 16 227 長野　光哲 ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾃﾂ 男 21 270 藤井　力輝 ﾌｼﾞｲ ﾘｷ 男
7 087 長尾　和輝 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞｷ 男 10 135 青木　秀造 ｱｵｷ ｼｭｳｿﾞｳ 男 13 182 高尾　愛花 ﾀｶｵ ｱｲｶ 女 16 228 宮谷　泰征 ﾐﾔﾀﾆ ﾀｲｾｲ 男 21 271 兼本　純汰 ｶﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ 男

5 038 石橋　知大 ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 男 7 088 清水　大 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲ 男 10 136 松井　謙樹 ﾏﾂｲ ｹﾝｷ 男 13 183 岡田　大輝 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男 16 229 河合　剛大 ｶﾜｲ ｺｳﾀﾞｲ 男 21 272 黒部　幹太 ｸﾛﾍﾞ ｶﾝﾀ 男
5 039 原　晃央 ﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 男 7 089 高芝　達仁 ﾀｶｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾄ 男 10 137 矢冨　忍 ﾔﾄﾞﾐ ｼﾉﾌﾞ 男 13 184 脇本　凌太 ﾜｷﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男 21 273 田中　将也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 男
5 040 寺西　一哲 ﾃﾗﾆｼ ｶｽﾞｱｷ 男 7 090 和栗　正浩 ﾜｸﾞﾘ ﾏｻﾋﾛ 男 10 138 本橋　一真 ﾓﾄﾊｼ ｶｽﾞﾏ 男 13 185 赤穂　宏紀 ｱｶﾎ ﾋﾛｷ 男 21 274 松本　勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｷ 男
5 041 中野　耕作 ﾅｶﾉ ｺｳｻｸ 男 10 139 早川　陸人 ﾊﾔｶﾜ ﾘｸﾄ 男 13 186 山本　朝日 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 男 17 230 東浦　巧真 ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾀｸﾏ 男 21 275 渡邉　愉太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 男
5 042 大久保　亮祐 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｽｹ 男 10 140 岡田　竜治 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 男 13 187 久保田　響 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 男 17 231 塚本　大翔 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ 男 21 276 磯辺　光太郎 ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男
5 043 山下　颯太 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 男 8 091 松本　花 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 女 10 141 川田　健心 ｶﾜﾀ ｹﾝｼﾝ 男 17 232 鈴木　隆也 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾔ 男
5 044 岩本　拓巳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 男 8 092 吉村　莉衣子 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲｺ 女

1. 青山学院大学

2. 大阪体育大学

3.神奈川大学

4.鎌倉女子大学

5.九州産業大学

13.成蹊大学

11.順天堂大学

12.上智大学

8.国際基督教大学

9.国際武道大学

10.国士舘大学

6.杏林大学

7.慶應義塾大学

17.中京大学

18.筑波大学

14.成城大学

15.拓殖大学

16.中央大学

19.帝京大学

20.電気通信大学

21.東海大学静岡キャンパス
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選手一覧PLAYERS
23 327 橋本　結花 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ 女 25 375 山田　結 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 女 26 427 土屋　愛 ﾂﾁﾔ ﾏﾅ 女 34 516 末益　海 ｽｴﾏｽ ｶｲ 男
23 328 永野　華乃 ﾅｶﾞﾉ ｶﾉ 女 25 376 青柳　龍 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳ 男 26 428 三浦　菜々華 ﾐｳﾗ ﾅﾅｶ 女 34 517 服部　琉久 ﾊｯﾄﾘ ﾘｸ 男

22 277 高橋　麗那 ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 女 25 377 茅沼　大羽 ｶﾔﾇﾏ ﾀﾞｲﾊ 男 26 429 矢野　萌絵 ﾔﾉ ﾓｴ 女 30 472 柳生　梨那 ﾔｷﾞｭｳ ﾘﾅ 女
22 278 金子　彩紀 ｶﾈｺ ｻｷ 女 25 378 北村　舜輔 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男 26 430 酒見　ひより ｻｶﾐ ﾋﾖﾘ 女 30 473 北里　楓花 ｷﾀｻﾞﾄ ﾌｳｶ 女
22 279 渡辺　菜瑠真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 女 23 329 土田　すみれ ﾂﾁﾀﾞ ｽﾐﾚ 女 25 379 佐藤　龍 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 男 26 431 近本　ひなの ﾁｶﾓﾄ ﾋﾅﾉ 女 30 474 長谷川　ちぐさ ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｸﾞｻ 女 35 518 尾島　みさき ｵｼﾞﾏ ﾐｻｷ 女
22 280 大熊　美咲 ｵｵｸﾏ ﾐｻｷ 女 23 330 川上　瑚白 ｶﾜｶﾐ ｺﾊｸ 女 25 380 宮下　陸 ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ 男 26 432 久保田　珠生 ｸﾎﾞﾀ ﾐｵ 女 30 475 山嵜　大飛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 男 35 519 有田　蓮泉 ｱﾘﾀ ﾊｽﾐ 女
22 281 小久保　琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 女 23 331 本間　花梨 ﾎﾝﾏ ｶﾘﾝ 女 25 381 三好　雄稀 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 男 26 433 森　陽菜子 ﾓﾘ ﾋﾅｺ 女 30 476 谷川　巧 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男 35 520 藤村　ななみ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女
22 282 西尾　栞 ﾆｼｵ ｼｵﾘ 女 25 382 大圖　光陽 ｵｵｽﾞ ﾐﾂｱｷ 男 35 521 吉岡　優希 ﾖｼｵｶ ﾕｷ 女
22 283 酒井　紫帆 ｻｶｲ ｼﾎ 女 25 383 大道　圭希 ｵｵﾐﾁ ｹｲﾏ 男 35 522 松元　愛海 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾐ 女
22 284 待井　ひなた ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ 女 24 332 野村　雪羽 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾊ 女 25 384 垣内　一太 ｶｷｳﾁ ｲｯﾀ 男 27 434 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 女 31 477 奥田　厳 ｵｸﾀﾞ ｹﾞﾝ 男 35 523 森　野々花 ﾓﾘ ﾉﾉｶ 女
22 285 上村　向日葵 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾏﾘ 女 24 333 永井　柚衣 ﾅｶﾞｲ ﾕｲ 女 25 385 森下　広大 ﾓﾘｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男 27 435 森　かな子 ﾓﾘ ｶﾅｺ 女 31 478 金馬　健介 ｷﾝﾊﾞ ｹﾝｽｹ 男 35 524 山崎　佳祐 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ 男
22 286 渡邊　桜優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 女 24 334 青海　怜 ｱｵﾐ ﾚｲ 女 25 386 石井　佳汰 ｲｼｲ ｹｲﾀ 男 27 436 根岸　芽惟 ﾈｷﾞｼ ﾒｲ 女 31 479 隈本　宙希 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 男 35 525 宮澤　純 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 男
22 287 井田　希々佳 ｲﾀﾞ ﾉﾉｶ 女 24 335 三沢　莉瑚 ﾐｻﾜ ﾘｺ 女 25 387 宇佐美　将 ｳｻﾐ ﾏｻｼ 男 27 437 古屋　菜花 ﾌﾙﾔ ﾅﾉｶ 女 31 480 根岸　怜央 ﾈｷﾞｼ ﾚｵ 男 35 526 牧野　友海 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾐ 男
22 288 輪島　由佳 ﾜｼﾞﾏ ﾕｶ 女 24 336 井野口　真大 ｲﾉｸﾁ ﾏﾅﾄ 男 25 388 奥村　慎吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 男 27 438 小山　留奈 ｺﾔﾏ ﾙﾅ 女 31 481 稲垣　貴大 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 男 35 527 菅原　源太 ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ 男
22 289 田中　政也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 男 24 337 藤村　拓真 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 男 25 389 鈴木　太陽 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 男 27 439 藤田　真優 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾋﾛ 女 35 528 榎戸　暖 ｴﾉｷﾄﾞ ﾀﾞﾝ 男
22 290 堂園　佑太 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳﾀ 男 24 338 熊倉　和希 ｸﾏｸﾗ ｶｽﾞｷ 男 25 390 石田　堅人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 男 27 440 門脇　宙 ｶﾄﾞﾜｷ ｿﾗ 女 35 529 宮川　太良 ﾐﾔｶﾜ ﾀﾛｳ 男
22 291 冨樫　幹大 ﾄｶﾞｼ ﾐｷﾋﾛ 男 24 339 伊東　二千翔 ｲﾄｳ ﾆﾁｶ 男 25 391 市川　直親 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ 男 27 441 青柳　愛佳 ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾅｶ 女 32 482 豊田　紗希 ﾄﾖﾀﾞ ｻｷ 女 35 530 関口　広太 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 男
22 292 島田　圭佑 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 男 24 340 寺嶋　陽哉 ﾃﾗｼﾏ ﾊﾙﾔ 男 25 392 猪又　裕斗 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾄ 男 27 442 中岫　祥 ﾅｶｸﾞｷ ｻﾁ 女 32 483 荒木　理沙 ｱﾗｷ ﾘｻ 女
22 293 本間　春翔 ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ 男 24 341 三嶋　凪 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞ 男 25 393 江川　隼冬 ｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男 27 443 梶沼　ななえ ｶｼﾞﾇﾏ ﾅﾅｴ 女 32 484 小谷　優奈 ｺﾀﾆ ﾕﾅ 女
22 294 上妻　佳太郎 ｶﾐﾂﾞﾏ ｹｲﾀﾛｳ 男 24 342 高崎　伶麻 ﾀｶｻｷ ﾘｮｳﾏ 男 25 394 大橋　弘基 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｷ 男 27 444 加納　義士 ｶﾉｳ ﾁｶｼ 男 32 485 八島　理穂子 ﾔｼﾏ ﾘﾎｺ 女 36 531 玉村　公佑 ﾀﾏﾑﾗ ｺｽｳｹ 男
22 295 中丸　智貴 ﾅｶﾏﾙ ﾄﾓｷ 男 24 343 平井　幹 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ 男 25 395 大原　一平 ｵｵﾊﾗ ｲｯﾍﾟｲ 男 27 445 石附　巧巳 ｲｼﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 男 32 486 小谷　凛乃 ｺﾀﾆ ﾘﾉ 女
22 296 宝満　橋平 ﾎｳﾏﾝ ｷｮｳﾍｲ 男 24 344 猪股　大地 ｲﾉﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 男 25 396 大部　駿 ｵｵﾌﾞ ｼｭﾝ 男 27 446 松永　爽楽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｿﾗ 男 32 487 小松　里佳子 ｺﾏﾂ ﾘｶｺ 女
22 297 人見　啓斗 ﾋﾄﾐ ｹｲﾄ 男 24 345 徳本　望 ﾄｸﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 男 25 397 川上　航貴 ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 男 27 447 村上　裕哉 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 男 32 488 遠藤　凌吾 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｺﾞ 男
22 298 花塚　修斗 ﾊﾅﾂﾞｶ ｼｭｳﾄ 男 24 346 西部　松成 ﾆｼﾍﾞ ﾏﾂﾅﾘ 男 25 398 木村　啓人 ｷﾑﾗ ｹｲﾄ 男 27 448 鈴木　暁 ｽｽﾞｷ ｷﾞｮｳ 男 32 489 増田　陽太 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳﾀ 男
22 299 本多　翔 ﾎﾝﾀﾞ ｶｹﾙ 男 24 347 石橋　大翔 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 男 25 399 佐野　忠暉 ｻﾉ ﾀﾀﾞﾃﾙ 男 27 449 伊東　翔太 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 男 32 490 田中　悠葵 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男
22 300 高野　翔太 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾀ 男 24 348 鵜澤　颯 ｳｻﾞﾜ ﾊﾔﾃ 男 25 400 渋谷　碩紀 ｼﾌﾞﾀﾆ ｾｷﾉﾘ 男 27 450 平石　龍衣 ﾋﾗｲｼ ﾘｭｳｲ 男 32 491 井上　泰雅 ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ 男
22 301 伊東　大輝 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 男 25 401 島袋　準太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾞｭﾝﾀ 男 27 451 澤田　夕輝 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 男 32 492 中林　拓海 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 男
22 302 本名　新 ﾎﾝﾅ ｱﾗﾀ 男 25 402 清水　颯斗 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 男 27 452 日下　大空 ｸｻｶ ｿﾗ 男 32 493 吉永　裕亮 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ 男
22 303 河野　甫 ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ 男 25 349 津嶋　笑満花 ﾂｼﾏ ｴﾐｶ 女 25 403 原　柊太 ﾊﾗ ｼｭｳﾀ 男 27 453 藤家　生大 ﾌｼﾞｲｴ ｾｲ 男 32 494 寺井　蓮太郎 ﾃﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ 男
22 304 白畑　秀磨 ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ 男 25 350 山路　倖茄 ﾔﾏｼﾞ ｻﾁｶ 女 25 404 檜山　幸佑 ﾋﾔﾏ ｺｳｽｹ 男 27 454 松沢　響 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 男 32 495 萩村　隼士 ﾊｷﾞﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男
22 305 川原山　聡梧 ｶﾜﾊﾗﾔﾏ ｿｳｺﾞ 男 25 351 山本　万璃愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｱ 女 25 405 福田　隼也 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 男 27 455 坂本　恒 ｻｶﾓﾄ ｺｳ 男 32 496 露木　凛 ﾂﾕｷ ﾘﾝ 男
22 306 小川　宝生 ｵｶﾞﾜ ﾎｳｾｲ 男 25 352 内田　早紀 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 女 25 406 藤倉　湧也 ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｳﾔ 男 27 456 小川　蓮斗 ｵｶﾞﾜ ﾚﾝﾄ 男 32 497 佐々木　俊介 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 男
22 307 休場　匠 ﾔｽﾐﾊﾞ ﾀｸﾐ 男 25 353 大矢　幸恵 ｵｵﾔ ﾕｷｴ 女 25 407 前島　大地 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 男 32 498 伊久美　翔也 ｲｸﾐ ｼｮｳﾔ 男
22 308 一寸木　健太 ﾁｮｯｷ ｹﾝﾀ 男 25 354 川隅　由貴 ｶﾜｽﾐ ﾕｳｷ 女 25 408 宮本　幸生 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｾｲ 男 32 499 太田　諒 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 男
22 309 中島　工輔 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 男 25 355 熊木　春乃 ｸﾏｷ ﾊﾙﾉ 女 25 409 宮本　晃汰 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ 男 28 457 田中　颯亮 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 男 32 500 窪田　翔吾 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 男
22 310 柴崎　太一 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｲﾁ 男 25 356 中村　萌夏 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ 女 25 410 根岸　郁哉 ﾑﾗｷﾞｼ ｲｸﾔ 男 28 458 藤本　力 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｶﾗ 男 32 501 鈴木　義啓 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 男
22 311 木下　侃太 ｷﾉｼﾀ ｶﾝﾀ 男 25 357 吉澤　柚衣 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｲ 女 25 411 山下　瑛照 ﾔﾏｼﾀ ｴｲｷ 男 28 459 満尾　泰樹 ﾐﾂｵ ﾀｲｷ 男 32 502 横山　洸太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 男
22 312 澤田　常 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳ 男 25 358 石野田　凛 ｲｼﾉﾀﾞ ﾘﾝ 女 25 412 渡邉　春季 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 男 28 460 荒川　惣一朗 ｱﾗｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 男 32 503 三浦　洸樹 ﾐｳﾗ ﾐﾂﾞｷ 男
22 313 箱崎　智也 ﾊｺｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 男 25 359 江畑　志保 ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ 女 25 413 高橋　幸仁 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 男 28 461 吉住　友祐 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 男
22 314 島田　虎之介 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 男 25 360 神庭　愛 ｶﾐﾆﾜ ｱｲ 女

25 361 狐崎　千乃 ｷﾂﾈｻﾞｷ ﾁﾉ 女 33 504 柳下　萌奏 ﾔｷﾞｼﾀ ﾓｴｶ 女
25 362 坪内　舞 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾏｲ 女 26 414 大竹　梨乃 ｵｵﾀｹ ﾘﾉ 女 29 462 正能　愛里 ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ 女 33 505 坂本　真徳 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｸ 男

23 315 爲田　樹里 ﾀﾒﾀ ｼﾞｭﾘ 女 25 363 石井　友唯 ｲｼｲ ﾕｲ 女 26 415 木下　紗希 ｷﾉｼﾀ ｻｷ 女 29 463 輿石　晴歩 ｺｼｲｼ ﾊﾙﾎ 女 33 506 島田　爽太 ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 男
23 316 薗部　葉月 ｿﾉﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 女 25 364 大久保　咲良 ｵｵｸﾎﾞ ｻｸﾗ 女 26 416 丹伊田　恵吏 ﾆｲﾀﾞ ｴﾘ 女 29 464 山﨑　果音 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾉﾝ 女
23 317 吉村　彩 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔ 女 25 365 小川　笑子 ｵｶﾞﾜ ｴｺ 女 26 417 菱川　愛海 ﾋｼｶﾜ ｱｲﾐ 女 29 465 塚本　一真 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 男
23 318 大木　美空 ｵｵｷ ﾐｸ 女 25 366 久下谷　花音 ｸｶﾞﾔ ﾊﾅﾈ 女 26 418 山本　亜利彩 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｱ 女 29 466 山本　一凛 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾘﾝ 男 34 507 井坂　渓人 ｲｻｶ ｹｲﾄ 男
23 319 篠塚　紗希 ｼﾉﾂｶ ｻｷ 女 25 367 髙橋　かのん ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 女 26 419 町長　芽衣 ﾏﾁﾅｶﾞ ﾒｲ 女 29 467 伊藤　瞭太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男 34 508 井坂　行人 ｲｻｶ ﾕｷﾄ 男
23 320 塩谷　桃子 ｼｵﾔ ﾓﾓｺ 女 25 368 髙山　采夏 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 女 26 420 千田　汐音 ﾁﾀﾞ ｼｵﾝ 女 29 468 餘目　直季 ｱﾏﾙﾒ ﾅｵｷ 男 34 509 北川　健太郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 男
23 321 倉内　優奈 ｸﾗｳﾁ ﾕﾅ 女 25 369 田澤　優夏 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｶ 女 26 421 林　愛莉 ﾊﾔｼ ｱｲﾘ 女 29 469 大庭　康太郎 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男 34 510 白川　優作 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｻｸ 男
23 322 高橋　ののか ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ 女 25 370 谷本　栞乃 ﾀﾆﾓﾄ ｼｵﾘ 女 26 422 漆原　京子 ｳﾙｼﾊﾗ ｷｮｳｺ 女 29 470 石川　優太 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ 男 34 511 横山　貴一 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｲﾁ 男
23 323 鈴木　七海 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ 女 25 371 徳嶺　仁美 ﾄｸﾐﾈ ﾋﾄﾐ 女 26 423 大井　笑生 ｵｵｲ ｴﾐｷ 女 29 471 志賀　海征 ｼｶﾞ ｶｲｾｲ 男 34 512 渡邉　周平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 男
23 324 浅見　知沙 ｱｻﾐ ﾁｻ 女 25 372 中野　飛奈 ﾅｶﾉ ﾋﾅ 女 26 424 小林　海咲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 女 34 513 秋田　崇吾 ｱｷﾀ ｿｳｺﾞ 男
23 325 世羅　結菜 ｾﾗ ﾕｳﾅ 女 25 373 中村　紗彩 ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ 女 26 425 鈴木　莉子 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 女 34 514 今村　圭佑 ｲﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ 男
23 326 飯泉　彩音 ｲｲｽﾞﾐ ｱﾔﾈ 女 25 374 山田　純葉 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾊ 女 26 426 一條　恵理子 ｲﾁｼﾞｮｳ ｴﾘｺ 女 34 515 篠原　直希 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 男

25.日本体育大学

24.東洋大学

22.東海大学湘南校舎

23.東京女子体育大学

30.武蔵野大学

29.法政大学

28.福岡大学

27.日本大学

26.日本女子体育大学

36.名古屋工業大学

35.早稲田大学

34.流通経済大学

33.立教大学

32.明治大学

31.明治国際医療大学

男子３３４名 ・女子１９７名

合計５３１名



タイムテーブルTIMETABLE
開始 種目名 開始 種目名 開始 種目名 開始 種目名 開始 種目名 開始 種目名

6:30 安全委員会/実行委員会 6:30 安全委員会/実行委員会

6:50 検温受付 6:50 検温受付

7:00 競技役員ミーティング・競技準備 7:00 競技役員ミーティング・競技準備

8:00 ビーチラン（2km）（男子）予選 8:30 オーシャンマン　予選 8:30 オーシャンマン　予選 8:30 ビーチスプリント（女子）予選

8:45 ビーチフラッグス（男子）予選 8:50 ビーチスプリント（男子）予選

9:15 ボードレース（女子）予選 9:15 ボードレース（女子）予選 9:10 レスキューチューブレスキュー（女子）予選 9:10 レスキューチューブレスキュー（女子）予選

10:35 ボードレース（男子）予選 10:35 ボードレース（男子）予選 10:35 ビーチフラッグス（女子）予選 9:25 レスキューチューブレスキュー（男子）予選 9:25 レスキューチューブレスキュー（男子）予選

11:35 ビーチフラッグス（男子）2次予選 9:40 ビーチリレー（女子）予選

11:50 サーフスキーレース（男子）予選 11:50 サーフスキーレース（男子）予選 9:50 ビーチリレー（男子）予選

12:00 （昼休憩） 12:00 （昼休憩） 10:00 ボードレスキュー（女子）予選 10:00 ボードレスキュー（男子）予選

12:35 （昼休憩） 10:30 ビーチスプリント（男子）2次予選

12:50 サーフレース（女子）予選 12:50 サーフレース（女子）予選 10:50 オーシャンマンリレー　予選 10:50 オーシャンマンリレー　予選

13:05 サーフレース（男子）予選 13:05 サーフレース（男子）予選 11:05 ビーチスプリント（女子）準決勝

13:20 ビーチフラッグス（女子）準決勝 11:15 ビーチスプリント（男子）準決勝

13:50 ボードレース（男子）2次予選 13:50 ボードレース（男子）2次予選 11:25 オーシャンウーマン　決勝 11:25 オーシャンマン　決勝 11:25 （昼休憩）

14:15 ボードレース（女子）2次予選 14:15 ボードレース（女子）2次予選 14:25 ビーチフラッグス（男子）準決勝 11:45

14:45 サーフレース（男子）決勝 14:45 サーフレース（女子）決勝 12:20 ビーチスプリント（女子）決勝

15:20 ビーチフラッグス（女子・男子）決勝 12:25 ビーチスプリント（男子）決勝

15:15 ボードレース（男子）準決勝 15:15 ボードレース（女子）準決勝 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

15:55 サーフスキーレース（男子）決勝 15:55 サーフスキーレース（女子）決勝 13:15 ボードレスキュー（女子）決勝 13:15 ボードレスキュー（男子）決勝

16:20 ボードレース（男子）決勝 16:20 ボードレース（女子）決勝 13:25 ビーチリレー（女子）決勝

16:50 ビーチラン（2km）（女子）決勝 13:30 ビーチリレー（男子）決勝

17:05 ビーチラン（2km）（男子）決勝 13:45 オーシャンウーマンリレー　決勝 13:45 オーシャンマンリレー　決勝

17:20 14:20 3×1kmビーチランリレー（女子）決勝

14:50 3×1kmビーチランリレー（男子）決勝

15:20

表彰式①　サーフレース・サーフスキーレース・ボードレース・ビーチフラッグス・ビーチラン(2km)

表彰式②　オーシャンウーマン/オーシャンマン・ビーチスプリント・レスキューチューブレスキュー・ボードレス
キュー・ビーチリレー・オーシャンウーマンリレー/オーシャンマンリレー・3×1kmビーチランリレー

サーフエリアA サーフエリアB ビーチエリアサーフエリアA サーフエリアB ビーチエリア

競技終了予定

1日目2022年9月24日(土)　（日の出5:27／日の入17:34） 2日目2022年9月25日(日)　（日の出5:28／日の入17:32）


