
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 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 東京消防庁ライフセービングクラブ    56.29 大会新 1 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 波崎サーフライフセーブングクラブ  1:06.51
2 荒生　拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 九十九里ライフセービングクラブ    58.25 2 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  1:06.93
3 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 西伊豆ライフセービングクラブ    58.60 3 田中　　舞 ﾀﾅｶ ﾏｲ 波崎サーフライフセーブングクラブ  1:07.17
4 渡邉　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 下田ライフセービングクラブ    58.84 3 土井　夢子 ﾄﾞｲ ﾕﾒｺ 湯河原ライフセービングクラブ  1:07.21
5 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 波崎サーフライフセービングクラブ    58.94 5 塩原あかり ｼｵﾊﾞﾗ ｱｶﾘ 湯河原ライフセービングクラブ  1:08.88
6 寺本　　凌 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｮｳ 勝浦ライフセービングクラブ    59.06 6 石岡　美咲 ｲｼｵｶ ﾐｻｷ 九十九里ライフセービングクラブ  1:09.39
7 那須　凜斗 ﾅｽ ﾘﾝﾄ 九十九里ライフセービングクラブ    59.94 7 原田果菜子 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅｺ 神津島ライフセービングクラブ  1:09.52
8 伊藤　俊輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 館山SLSC  1:00.06 8 上倉　海月 ｶﾐｸﾗ ﾐﾂﾞｷ 鎌倉ライフガード  1:09.79

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 平野　修也 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ 東京消防庁ライフセービングクラブ    31.27 日/大新 1 青木　　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原ライフセービングクラブ    38.22 大会新
2 安藤　　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 湯河原ライフセービングクラブ    31.54 日/大新 2 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ 湯河原ライフセービングクラブ    41.73
3 葺本　康隆 ﾌｷﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 波崎サーフライフセービングクラブ    32.91 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    42.07
4 岡田　充弘 ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 愛知ライフセービングクラブ    33.57 4 土井　夢子 ﾄﾞｲ ﾕﾒｺ 湯河原ライフセービングクラブ    42.27
5 西山　　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ    33.71 5 遠口　紀子 ﾄｵｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 大磯ライフセービングクラブ    42.43
6 寒河江健太 ｻｶﾞｴ ｹﾝﾀ 大磯ライフセービングクラブ    33.89 6 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    42.46
7 荒生　拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 九十九里ライフセービングクラブ    33.90 7 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    43.27
8 古泉俊二郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 湘南ひらつかライフセービングクラブ    33.93 8 相馬　紗織 ｿｳﾏ ｻｵﾘ 湯河原ライフセービングクラブ    43.29

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    48.63 日/大新 1 青木　　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原ライフセービングクラブ 1:01.49 大会新
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    54.34 2 渡邉　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 岩井ライフセービングクラブ 1:03.67 大会新
3 安藤　　秀 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 湯河原ライフセービングクラブ    55.66 3 高橋　愛海 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ 西浜サーフライフセービングクラブ 1:05.39
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    55.74 4 柿澤明日香 ｶｷｻﾞﾜ ｱｽｶ 九十九里ライフセービングクラブ 1:05.45
5 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    56.62 5 小林　夏実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 銚子ライフセービングクラブ 1:06.44
6 森田　大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 西伊豆ライフセービングクラブ    57.12 6 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 1:08.10
7 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    57.88 7 船津　美帆 ﾌﾅﾂ ﾐﾎ 湯河原ライフセービングクラブ 1:09.53
8 亀ノ上僚仁 ｶﾒﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 勝浦ライフセービングクラブ    58.05 8 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ 湯河原ライフセービングクラブ 1:09.65

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 荒生　拓人・溝井　　巧・田家　友也・鳥部　駿介  1:16.17 大会新 1 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗLSC 青木　　邦・河崎　綾子・竹内　梨夏・土井　夢子  1:34.92 大会新
2 御宿LSC ｵﾝｼﾞｭｸLSC 橋本　将吾・田川　純一・田中　裕介・清水　雅也  1:20.63 大会新 2 神津島LSC ｺｳﾂｼﾞﾏLSC 原田果菜子・鈴木　理乃・小林　愛菜・藤戸　芽来  1:41.79 大会新
3 神津島LSC ｺｳﾂｼﾞﾏLSC 鈴木　健一・関根　献人・大平　　駿・小椋　隆継  1:20.82 大会ﾀｲ 3 銚子LSC ﾁｮｳｼLSC 井出　靖菜・津川茉由子・城所　侑沙・小林　夏実  1:45.64
4 大磯LSC ｵｵｲｿLSC 寒河江健太・池　　俊一・中野　諒八・志田　涼介  1:23.45 4 波崎SLSC ﾊｻｷｻｰﾌLSC 竹内　芽衣・山口　智可・荒井　美結・丸山みどり  1:47.28
5 和田浦LSC ﾜﾀﾞｳﾗLSC 高橋　　徹・松竹　賢太・鈴木友三朗・小山浩一郎  1:24.43 5 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏｻｰﾌLSC 高橋　愛海・藤平　弘子・松崎みづき・片平悠理亜  1:49.51
6 銚子LSC ﾁｮｳｼLSC 佐藤嶺太郎・古金　源太・志賀　政哉・石田　健人  1:24.98 6 九十九里LSC ｸｼﾞｭｳｸﾘLSC 石岡　美咲・鎌田　　優・鈴木　文音・柿澤明日香  1:49.77
7 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・松野　力也  1:25.08 7 和田浦LSC ﾜﾀﾞｳﾗLSC 北原由実子・長岡　成美・久保美沙代・上瀬　　舞  1:52.83
8 8 白浜LSC ｼﾗﾊﾏLSC 飯田　亜実・田辺　美咲・肥沼麻由子・原　　未稀  1:52.84

第12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
2014年11月 2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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第12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
2014年11月 2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 石塚　康敬・西山　　俊・安藤　　秀・深井　俊光  1:35.52 大会新 1 湯河原LSC ﾕｶﾞﾜﾗLSC 土井　夢子・船津　美帆・青木　　邦・安藤　綾野  1:54.94
2 下田LSC ｼﾓﾀﾞLSC 忠　　潤基・下平　亮輔・渡邉　孝之・菅沼　寛也  1:40.03 2 鎌倉LG ｶﾏｸﾗLG 井上　裕梨・今野　　恵・木ノ本百香・上倉　海月  1:56.84
3 銚子LSC ﾁｮｳｼLSC 石田　健人・浅見雄一郎・古金　源太・佐藤嶺太郎  1:42.05 3 神津島LSC ｺｳﾂｼﾞﾏLSC 鈴木　理乃・原田果菜子・小林　愛菜・簗取明日香  1:57.75
4 神津島LSC ｺｳﾂｼﾞﾏLSC 大平　　駿・大竹　達士・鈴木　健一・小椋　隆継  1:42.36 4 銚子LSC ﾁｮｳｼLSC 小湊　もも・小林　夏実・城所　侑沙・津川茉由子  1:58.13
5 御宿LSC ｵﾝｼﾞｭｸLSC 清水　雅也・田中　裕介・橋本　将吾・林　　昌広  1:42.38 5 熱川LSC ｱﾀｶﾞﾜLSC 篠田　優美・宮　　奏子・中山　　楓・金子　紗瑛  1:59.90
6 新島LSC ﾆｲｼﾞﾏLSC 久保　頼希・中島　　章・尾内　浩紀・横川　翔太  1:42.52 6 波崎SLSC ﾊｻｷｻｰﾌLSC 丸山みどり・荒井　美結・竹内　芽衣・田中　　舞  2:00.98
7 西浜SLSC ﾆｼﾊﾏｻｰﾌLSC 遠藤　勝久・片岡　潤吾・池田　知裕・服部　詩音  1:46.53 7 岩井LSC ｲﾜｲLSC 山田　美月・林　　明那・江部愛里菜・渡邉　来美  2:01.50
8 8
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