
【一　般】

個人 男子 100m 障害物スイム 個人 女子 100m 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 寺本　　凌 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｮｳ 勝浦ライフセービングクラブ 57.45 1 毛利　　邦 ﾓｳﾘ ｸﾆ 館山サーフライフセービングクラブ 1:05.12
2 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 九十九里ライフセービングクラブ 57.47 2 河田　聖良 ｶﾜﾀﾞ ｾｲﾗ 館山サーフライフセービングクラブ 1:06.38
3 幡野　圭祐 ﾊﾀﾉ ｹｲｽｹ 白浜ライフセービングクラブ 58.29 3 木下瑛理子 ｷﾉｼﾀ ｴﾘｺ 九十九里ライフセービングクラブ 1:06.47
4 江籐　亜門 ｴﾄｳ ｱﾓﾝ 九十九里ライフセービングクラブ 58.91 3 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 波崎サーフライフセービングクラブ 1:06.67
5 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 九十九里ライフセービングクラブ 59.11 5 坂本佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 鴨川ライフセービングクラブ 1:06.79
6 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 59.22 6 鈴木　悠花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 銚子ライフセービングクラブ 1:06.95
7 宮川　　廉 ﾐﾔｶﾜ ﾚﾝ 熱川ライフセービングクラブ 59.37 7 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 1:08.50
8 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 波崎サーフライフセービングクラブ 59.42 8 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 西伊豆ライフセービングクラブ 1:08.63

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 西山　　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ 33.24 1 坂本佳凪子 ｻｶﾓﾄ ｶﾅｺ 鴨川ライフセービングクラブ 40.56
2 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 波崎サーフライフセービングクラブ 34.36 2 河田　聖良 ｶﾜﾀﾞ ｾｲﾗ 館山サーフライフセービングクラブ 41.86
3 幡野　圭祐 ﾊﾀﾉ ｹｲｽｹ 白浜ライフセービングクラブ 34.69 3 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 42.79
4 高岡　洋介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 下田ライフセービングクラブ 34.91 4 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 九十九里ライフセービングクラブ 43.30
5 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 神津島ライフセービングクラブ 35.10 5 山本裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田ライフセービングクラブ 43.58
6 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 九十九里ライフセービングクラブ 35.17 6 木下瑛理子 ｷﾉｼﾀ ｴﾘｺ 九十九里ライフセービングクラブ 43.88
7 井上　祐介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 35.59 7 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ 湯河原ライフセービングクラブ 44.37
8 寺本　　凌 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｮｳ 勝浦ライフセービングクラブ 35.79 8 小林　愛菜 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 神津島ライフセービングクラブ 44.48

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 西山　　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ 53.27 大会新 1 山本裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 若狭和田ライフセービングクラブ 1:07.88
2 高橋　　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 和田浦ライフセービングクラブ 57.48 2 速水　　愛 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱｲ 九十九里ライフセービングクラブ 1:12.09
3 宇治川仁人 ｳｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 九十九里ライフセービングクラブ 58.81 3 池原　詩織 ｲｹﾊﾗ ｼｵﾘ 湯河原ライフセービングクラブ 1:12.41
4 大澤　凌汰 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳﾀ 御宿ライフセービングクラブ 58.88 4 堤　　茅咲 ﾂﾂﾐ ﾁｻｷ 銚子ライフセービングクラブ 1:14.57
5 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦ライフセービングクラブ 59.44 5 大渕真理子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 新島ライフセービングクラブ 1:14.65
6 鳥部　駿介 ﾄﾘﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 九十九里ライフセービングクラブ 1:01.86 6 佐藤　亜耶 ｻﾄｳ ｱﾔ 和田浦ライフセービングクラブ 1:14.77
7 森　　大樹 ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 大竹サーフライフセービングクラブ 1:04.07 7 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 西伊豆ライフセービングクラブ 1:14.90
8 瀬之口恭平 ｾﾉｸﾁ ｷｮｳﾍｲ 九十九里ライフセービングクラブ 1:05.50 8 岩田　　幸 ｲﾜﾀ ｻｷ 鹿嶋ライフガードチーム 1:16.50

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 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘLSC 田家　友也・溝井　　巧・益子　進一・瀬之口恭平 1:20.82 大会新 1 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗLSC 中島　静香・竹内　梨夏・河崎　綾子・相馬　紗織 1:45.31 大会新
2 湘南ひらつか ｼｮｳﾅﾝﾋﾗﾂｶ 井上　祐介・古泉俊二郎・松本　有貴・佐藤光太朗 1:22.53 2 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏｻｰﾌLSC 毛利　　邦・河田　聖良・中嶋　理乃・坂下　理沙 1:56.59
3 銚子LSC ﾁｮｳｼLSC 古金　源太・佐々木　翼・田中　　翔・山本　　智 1:41.60 3 岩井LSC ｲﾜｲLSC 三川　彩綾・江部愛里菜・山田　美月・石井　奈美 1:58.86
4 白浜LSC ｼﾗﾊﾏLSC 小池　皓介・幡野　圭祐・吉川　宗平・石井　雄大 1:42.48 4 白浜LSC ｼﾗﾊﾏLSC 加藤　曙美・山口　夏未・肥沼麻由子・井熊　理子 2:03.50
5 御宿LSC ｵﾝｼﾞｭｸLSC 二宮　裕明・大澤　凌汰・中濱　翔太・田中　海良 1:46.75 5 波崎SLSC ﾊｻｷｻｰﾌLSC 山口　智可・及川　千波・荒井　美結・竹内　芽衣 2:03.52
6 下田LSC ｼﾓﾀﾞLSC 高岡　洋介・塩島　　翼・山口　智史・坂部　　琢 1:48.32 6 神津島LSC ｺｳﾂｼﾞﾏLSC 水川　綾香・市川　沙耶・小林　愛菜・藤戸　芽来 2:05.07
7 柏崎LSC ｶｼﾜｻﾞｷLSC 大野　翔平・栗林　太郎・大滝雄一郎・小山　博紀 1:48.86 7 新島LSC ﾆｲｼﾞﾏLSC 佐藤　美和・金坂　佳瑛・大渕真理子・小出　絵未 2:06.48
8 和田浦SLSC ﾜﾀﾞｳﾗLSC 高橋　　徹・山口　祐太・鈴木友三朗・藤井　尊史 1:49.90 8 和田浦LSC ﾜﾀﾞｳﾗLSC 久保美沙代・上瀬　　舞・佐藤　亜耶・長岡　成美 2:10.74

第11回神奈川県ライフセービングプール競技選手権大会　　競技結果
2013年11月 3日（日）　　会場：さがみはらグリーンプール（相模原市立総合水泳場）
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【一　般】

第11回神奈川県ライフセービングプール競技選手権大会　　競技結果
2013年11月 3日（日）　　会場：さがみはらグリーンプール（相模原市立総合水泳場）

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 記録 備考

1 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗLSC 中谷　理人・西山　　俊・大島　圭介・深井　俊光 1:36.91 1 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘLSC 伊藤　安奈・速水　　愛・内藤由里恵・清水　友紀 1:56.93
2 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘLSC 青木　竜河・江籐　亜門・鯨井　洸紀・宇治川仁人 1:38.58 2 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏｻｰﾌLSC 河田　聖良・中嶋　理乃・毛利　　邦・堤　　容子 1:58.08
3 館山SLSC ﾀﾃﾔﾏｻｰﾌLSC 富澤　泰介・下脇　亮磨・篠田　将輝・伊藤　俊輔 1:43.56 3 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗLSC 河崎　綾子・池原　詩織・竹内　梨夏・中島　静香 1:58.48
4 湘南ひらつか ｼｮｳﾅﾝﾋﾗﾂｶ 古泉俊二郎・永井　耀二・井上　祐介・佐藤光太朗 1:43.80 4 銚子LSC ﾁｮｳｼLSC 津川茉由子・鈴木　悠花・堤　　茅咲・城所　侑沙 1:59.62
5 熱川LSC ｱﾀｶﾞﾜLSC 小林　弘幸・宮川　　廉・田口　芳樹・矢吹　拓郎 1:44.60 5 鴨川LSC ｶﾓｶﾞﾜLSC 伊藤　実彩・笠原　美紀・本城　里華・坂本佳凪子 2:02.11
6 横浜海の公園ﾖｺﾊﾏｳﾐﾉｺｳｴﾝ 吉澤　純也・坂上　友弥・堀内　　優・多田　創一 1:44.78 6 白浜LSC ｼﾗﾊﾏLSC 井熊　理子・肥沼麻由子・山口　夏未・加藤　曙美 2:02.17
7 下田LSC ｼﾓﾀﾞLSC 坂部　　琢・山口　智史・塩島　　翼・高岡　洋介 1:47.19 7 飯岡LSC ｲｲｵｶLSC 鈴木　理乃・小林　夏実・田辺　美咲・奥秋　李果 2:02.78
8 三多摩LSC ｻﾝﾀﾏLSC 中村　圭佑・森岡　岳大・折戸　拓海・植木裕太郎 1:47.84 8 波崎SLSC ﾊｻｷｻｰﾌLSC 山口　智可・荒井　美結・竹内　芽衣・田中　　舞 2:02.92

【ジュニア】

個人 男女 50m 障害物スイムジュニア（小３・４年生） 個人 男女 50m 障害物スイムジュニア（小５・６年生）

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 鈴木　陽亮 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 下田ライフセービングクラブ 38.97 1 速水　　彩 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔ 柏崎ライフセービングクラブ 33.80
2 渡辺あゆみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 40.00 2 浜田　冬馬 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｳﾏ 柏崎ライフセービングクラブ 35.47
3 飯田　百音 ｲｲﾀﾞ ﾓﾈ 下田ライフセービングクラブ 40.09 3 進士　　昂 ｼﾝｼﾞ ｺｳ 下田ライフセービングクラブ 37.09
4 ｸﾚｲ ｺﾅ　大波 ｸﾚｲ ｺﾅ ﾀｲﾊ 西浜サーフライフセービングクラブ 42.97 4 ｸﾚ ｲ　ｱｰﾛﾝ ｸﾚｲ ｱｰﾛﾝ 西浜サーフライフセービングクラブ 37.39
5 橋本　未波 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾅﾐ バディ冒険団 51.79 5 永井　　樹 ﾅｶﾞｲ ｲﾂｷ 柏崎ライフセービングクラブ 38.44
6 吉塚　梓乃 ﾖｼﾂﾞｶ ｼﾉ 西浜サーフライフセービングクラブ 53.13 6 石田　　宙 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 西浜サーフライフセービングクラブ 39.02
7 遠藤海七希 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅｷ バディ冒険団 53.33 7 奈良部元春 ﾅﾗﾍﾞ ﾓﾄﾊﾙ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 39.21
8 岩井　壮司 ｲﾜｲ ｿｳｼ 館山サーフライフセービングクラブ 53.61 8 犬井彗美花 ｲﾇｲ ｴﾐｶ 柏崎ライフセービングクラブ 39.26

個人 男子 50m 障害物スイムジュニア（中学生） 個人 女子 50m 障害物スイムジュニア（中学生）

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 鈴木　智弘 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 下田セービングクラブ 28.07 大会新 1 飯田　花音 ｲｲﾀﾞ ｶﾉﾝ 下田ライフセービングクラブ 34.15
2 高橋　海輝 ﾀｶﾊｼ ｶｲｷ 西浜サーフライフセービングクラブ 28.27 大会新 2 大熊明日香 ｵｵｸﾏ ｱｽｶ 西浜サーフライフセービングクラブ 36.87
3 森野　郁也 ﾓﾘﾉ ﾌﾐﾔ バディ冒険団 30.04 3 深作　　蕗 ﾌｶｻｸ ﾌｷ 館山サーフライフセービングクラブ 36.94
4 相馬　翔太 ｿｳﾏ ｼｮｳﾀ 西浜サーフライフセービングクラブ 34.44 4 土屋日向子 ﾂﾁﾔ ﾋﾅｺ 下田ライフセービングクラブ 37.33
5 日高　　昴 ﾋﾀﾞｶ ｽﾊﾞﾙ 館山サーフライフセービングクラブ 36.15 5 土屋真妃瑠 ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾙ 下田ライフセービングクラブ 38.30
6 峯岸凜太郎 ﾐﾈｷﾞｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 西浜サーフライフセービングクラブ 38.43 6 津和崎美怜 ﾂﾜｻﾞｷ ﾐｻﾄ 館山サーフライフセービングクラブ 45.73
7 相馬　大輝 ｿｳﾏ ﾀﾞｲｷ 西浜サーフライフセービングクラブ 40.72 7
8 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 45.42 8
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